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第一章 基本的な問題意識 

 

 

01 日本経済全体としての「稼ぐ力（＝収益力）」を取り戻すためには、その中

核となる企業が生産性・収益性を高め、グローバル競争を勝ち抜いていく必

要がある。そのためにも、持続的成長に向けた果敢な経営判断、人材、設備、

研究開発等イノベーションへの投資を後押しする仕組みを強化していくこ

とが求められている。そして、その果実を広く国民（家計）に均てんし、経

済の好循環を促すことは、人口減少社会に直面する日本の国富を将来的に確

保するための道でもある。 
 

02 平成 26 年 6 月 24 日に閣議決定された「日本再興戦略」改定 2014－未来へ

の挑戦－においても、このような認識に立ち、日本の「稼ぐ力」を取り戻す

ための方策として「コーポレートガバナンスの強化、リスクマネーの供給促

進、インベストメント・チェーンの高度化」を通じて企業の生産性・収益性

向上を目指す施策を掲げている。 
 
03 その趣旨は以下のように述べられている。 

「生産性向上により企業収益を拡大し、それを賃金上昇や再投資、株主還

元等につなげるためにも、グローバル企業を中心に資本コストを意識してコ

ーポレートガバナンスを強化し、持続的な企業価値向上につなげることが重

要である。 

このためには、企業自身が果敢に取り組むことはもとより、様々な投資

主体による長期的な価値創造を意識した、リターンを最終的に家計まで還

元する一連の流れ（インベストメント・チェーン）の高度化、及び資金の

出し手である金融機関等による借り手の経営改善・体質強化支援があいま

って、企業の収益性・生産性向上の取組が総合的に進められる必要がある。 

こうした取組による経済成長の成果を、雇用機会の拡大や賃金上昇、設

備投資や配当の増加等を通じて経済全般に還元することにより、経済の好

循環をさらに強固なものとすべきである。」 

 

04 このような価値創造の好循環を実現するためには、その主役となる企業と

リスクマネーの出し手である投資家（株主を含む）とが、質の高い対話を通

じて相互理解を深め、共に持続的成長、中長期的な企業価値創造に向かうこ
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とが不可欠である。ここでの対話は、企業の情報開示や様々な機会での継続

的な直接的なコミュニケーションを含む、幅広いコミュニケーション全体を

意味し、その質の向上のためには、それを支える組織や人々の意識や行動も

変わっていく必要がある。 
 

05 本研究会は、このような認識に基づき、「持続的な企業価値の創造に向けた

企業と投資家との対話の促進」として「日本再興戦略」改訂 2014 に掲げら

れた検討を行うために設置された。 
 

１．緊急構造改革プログラム（産業の新陳代謝の促進） 

（３）新たに講ずべき具体的施策 

i）コーポレートガバナンスの強化、リスクマネーの供給促進、インベストメント・

チェーンの高度化 

⑥持続的な企業価値の創造に向けた企業と投資家との対話の促進 

企業と投資家との対話の促進の観点から、株主総会の開催日や基準

日の設定等について国際的な状況を踏まえてその運用の在り方につ

いての検討を行うとともに、産業関係団体等におけるガイドラインの

検討を行う。 

また、企業の投資家に対する情報開示等について、企業が一体的な

開示をする上での実務上の対応等を検討するため、関係省庁や関係機

関等をメンバーとする研究会を早急に立ち上げる。 

 
06 平成 26 年 9 月、経済産業省を事務局とする「持続的成長に向けた企業と投

資家の対話促進研究会」として計４回、その下に「企業情報開示検討分科

会」と「株主総会のあり方分科会」が設けられ、それぞれ７回にわたり議

論が重ねられた。 
 
07 具体的には、企業と投資家が対話を行う環境を全体として再検証するため、

対話環境を形づくる主な要素である企業情報開示、株主総会プロセス全般、

年間を通じた継続的な対話について、現状と課題、あり方が詳細に検討され

た。その際、特に以下の二つの視点を意識した議論がなされた。 

１） 日本企業の事業活動や資本調達がグローバル化する中、日本の対話環

境が、欧米諸国等と比較しても遜色ない、あるいはより良いものとなっ

ているのか。 

２） 個々の要素ではなく、全体としての対話環境あるいは対話インフラと
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して質の高い対話を促進するものとなっているのか。 

 

08 また、本研究会での検討は、「コーポレートガバナンスの強化、リスクマネ

ーの供給促進、インベストメント・チェーンの高度化」という背景・目的を

共有する関連施策や議論、検討も視野に入れて行われた。これらは多岐にわ

たるが、特に明示的に関連付けがなされたものとして、『「責任ある機関投資

家」の諸原則（日本版スチュワードシップ・コード）1』（平成 26 年 2 月 26
日。以下「スチュワードシップ・コード」という。）と「コーポレートガバ

ナンス・コード原案～会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のた

めに～2」（平成 27 年 3 月 5 日。以下、「コーポレートガバナンス・コード」

という。）の二つの「コード」、「持続的成長への競争力とインセンティブ～

企業と投資家の望ましい関係構築（伊藤レポート）」最終報告書（平成 26 年

8 月）がある。 
 
09 特に「伊藤レポート」は、企業の価値創造と資本市場のあり方、企業と投

資家の対話を巡る包括的な現状分析、議論、提言がなされており、本研究会

における議論に基礎を与えるものである。また、二つの「コード」は、企業

が実効的なコーポレートガバナンスを実践し、持続的な成長と中長期的な企

業価値向上を目指すとともに、機関投資家が企業に関する深い理解に基づく

建設的な「目的を持った対話」を通じて顧客・受益者の中長期的なリターン

を確保することを目指している。本研究会での検討には、このような企業と

投資家の取組を円滑化し、その目的を達成するための環境づくりを目指す側

面もある。 
 

10 以下では、本研究会における検討の結果として、第二章では本研究会で行

われた議論や分析、問題提起について概観し、第三章では今後の方向性や具

体的な方策に関する提言を行う。 
 
 

  

                                                   
1 2014 年 2 月 金融庁 「日本版スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会」より「『責

任ある機関投資家』の諸原則《日本版スチュワードシップ・コード》」公表。 
2 2015 年 3 月 金融庁・東京証券取引所 「コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有

識者会議」より、「コーポレートガバナンス・コード原案～会社の持続的な成長と中長期的な

企業価値の向上のために～」公表。 
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第二章 議論・分析・問題提起 
 
 
01  我が国には、持続的な企業価値の創造に向けて企業と投資家3が質の高い

対話を行うための環境が整っているのか。本研究会では、このような問題意

識の下、対話環境を形づくる以下の要素について、国際的な状況も踏まえな

がら、以下の要素について、現状や課題、望ましいあり方等について議論、

検討を行った。 
 

① 企業情報開示のあり方 
② 株主総会プロセス4のあり方 

（及び日常的・継続的な対話の機会）   
③ 対話を行う企業や投資家、それに関係する人々の意識や行動のあり方 

 
02  以下では、本研究会における議論や意見の概要について、主な論点ごとに

記す。 
 
 

１．対話に関する全般的な現状認識 

 
 

1.1 対話に対する意識の高まり 

 
01  近年、海外の機関投資家の持株比率の上昇（次頁図表 1-1 参照）も背景と

して、企業が機関投資家等との対話に積極的に取り組む動きが見られる。そ

のような対話は、株主総会の直前だけではなく、決算説明会や個別対話等、

年間を通して様々な形で行われている。 
 

                                                   
3 当該企業の株式を現に保有している株主とともに潜在的な株主となりうる投資家を含む。以

下、同様。 
4 本研究会では、主として定時株主総会とそれに向けた事前のプロセス全体を対象とした議論

が行われた。 
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 図表 1-1：日本企業の株式保有比率の推移5  

 
 
 
02  このような対話においては、株主総会の議案に関する重要事項、例えば取

締役会の構成や社外取締役の割合、買収防衛策等や、コーポレートガバナン

スに関する考え方等が議論されており、近年、企業の経営者自らが積極的に

対応する傾向が見られる。 
 
03  企業における投資家との対話に対する意識の高まりが見られる一方、本研

究会においては、スチュワードシップ・コードによって求められる持続的成

長に向けた「（目的を持った）対話」は、通常の IR（Investor Relations）活

動とは異なる面があるのではないかとの見解が示された。たとえば、欧米に

おける機関投資家との対話は、年間のミーティング回数を増やし、その内容

を全て開示するというものではなく、限られた機会、場で長期的な企業価値

向上のための突っ込んだ対話がなされているのではないかとの問題提起が

あった。 
 

                                                   
5 東京証券取引所「平成 25 年度株式分布状況調査の調査結果について」（平成 26 年 6 月 19 日） 
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1.2 現状の対話環境に対する全般的な評価 

 
01  このような企業における全般的な意識の高まりやスチュワードシップ・コ

ードによる新たな段階の対話への要請の中で、我が国の企業情報開示や株主

総会プロセスは、国際的に見て対話を実践しやすい状況・環境にあるのかと

いう点が集中的に議論された。 
02  全般的には、情報開示の充実等、個別の要素については近年大きな改善が

見られるとの見解6が示される一方、対話プロセス全体として見たときに欧米

等、諸外国と比較して必ずしも我が国が対話先進国であるとは言えないので

はないか、あるいは、企業側は意図していないのに海外から見て対話に熱心

でないと見られてしまう状況ではないか、といった問題意識が示された。 
 
 
  

                                                   
6 グローバル投資家からの視点としては、アジア・コーポレート・ガバナンス協会（ACGA) 「CG 
Watch 2014」報告書 等 
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２．検討の視点 

 
01  本研究会では、望ましい対話環境、すなわち企業情報開示や株主総会プロ

セスのあり方を検討する上で、以下のような視点が重要との見解が示された。 
 
 

2.1 対話を促進する目的を意識すること 

 
01 企業と投資家の対話を促進し、相互に刺激し合いながら、持続的な企業価

値創造、日本の企業、産業全体の活性化につなげていくという目的を認識し

ておくことが重要である。この目的に照らして、国際的に見ても高い水準の

対話環境のあり方、それを実現するための方策を議論すべきである。 
 
 

2.2 長期投資を促進する観点 

 
01  資本市場は、短・中・長期の時間軸や多様な見方の投資家が存在すること

で機能するものであり、すべての投資家が長期投資家であることを期待する

のは現実的ではない。 
02  その上で、企業が中長期的な価値創造や持続的成長を実現するために、長

期的な投資家との対話を通じて価値の協創を目指すための方策に焦点を当

てるとともに、このような企業への長期投資を通じて、投資家がリターンを

持続的に確保するという好循環を促す環境づくりを目指すべきである。 
 
 

2.3 共通の背景を持つ二つの「コード」との関連付け 

 
01  企業の持続的な成長と中長期的な企業価値向上を目的とした企業と投資

家の対話においては、双方の受託者責任、説明責任を果たすという観点が重

要である。機関投資家の受託者責任という面では「スチュワードシップ・コ

ード」、企業の説明責任という面では「コーポレートガバナンス・コード」

で示された考え方や内容は、本研究会の問題意識と同じ背景から出ている。
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したがって、本研究会における議論はこれらのコードとの関連付けを意識し、

企業や投資家にとっての手引きを示すものであるべきである。 
 
 

2.4 総合的な検討の必要性 

 
01  開示書類や監査の統一、株主総会開催スケジュール、書面やプロセスの電

子化等は相互に関連するため、総合的な検討を行うべきである。 
02  情報開示については、企業の価値創造を伝えるという観点から見れば、法

定開示と任意開示、財務情報と非財務情報を総合的に検討する必要がある。

株主総会プロセスについても、議決権行使の基準日と年度開示、監査、招集

通知の発送タイミング等も相互に関連する。 
03  検討に当たっては、全体として対話促進につながるのかという点も含め、

その費用と便益を検討することが必要である。 
 
 

2.5 企業の規模等に応じた検討 

 
01  情報開示や株主総会の運用ルールについては、上場会社の中でも大規模な

会社と小規模な会社、株主や株式数の違いを考慮した検討が行われるべきで

はないか。たとえば、開示のあり方・運用ルールについては、諸外国におけ

る会社の規模による違いも参考になるのではないか。 
 
 

2.6 その他 全般的な検討の方向性 

 
01  その他、制度と運用面でできることを分けて考えるべき、現状を前提とし

た議論を超えることが必要、規制強化でなく選択肢を増やす方向で検討すべ

き、海外投資家に伝えるためには単純かつ明快な内容、メッセージとなるこ

とが必要といった意見が示された。 
 
 
  



 

9 
 

３．企業情報開示のあり方について 

 
 

3.1 対話という観点からの企業情報開示 

 
01  本研究会においては、企業の情報開示について、広い意味での投資家との

対話、すなわち対面での対話のみならず、投資家のニーズやフィードバック

を意識した情報提供も含むコミュニケーション全体を促進するという観点

から、以下のような見解が示された。 
 
【対話としての企業情報開示に求められるもの】 
02  企業と投資家の対話の基礎、または広い意味での対話そのものである企業

情報開示については、投資家等の利用者にとって有用な情報が、わかりやす

く、適時かつ適切な方法で提供されることが求められている。 
03  この際、「守り」の意識での開示、すなわち他社との平仄を意識した開示

やリスク回避的な観点からの開示だけでは、持続的成長に向けた対話という

観点からは不十分である。経営者はどんな人物か、企業の中核は何か、会社

をどのような方向に持っていこうとしているのかなど、通常の開示よりも大

きく深い論点について、機動的にかつ積極的に現実感を持った対話ができる

かという点が重要である。こうした深い論点について、企業と投資家が価値

観を共有しようとする姿勢が、最終的には企業の持続的成長につながる。 
 
【対話を通じた情報開示の質の向上】 
04  情報開示は企業からの一方通行ではない。開示された情報を基に、企業と

投資家等が広い意味での対話を通じて相互理解を深め、そこからのフィード

バックを通じて企業が更に投資判断や株主としての権利行使等に有用な情

報は何かについて理解を深めることができる。 
 
【企業の開示・対話への姿勢も投資情報】 
05  投資家にとっては、企業の対話に対する姿勢も投資情報。対話を積極的に

行わず、開示は最小限という事実そのものも別の形の重要情報である。その

ような企業は投資家から注目されず市場から排除されるだろうし、企業側か

らすれば情報が求められないので開示しない面もある。 
06  一方、開示資料だけで全てが決まるわけでもない。時価総額の小さい企業
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は IR スタッフの人数も少ないこともあるが、直接面談を申し込むと社長自

らが出てくることが多く、気持ちのこもったメッセージが伝わる。あまりコ

ストをかけて無理に開示資料を作ることが本当に必要かという観点も重要。 
 
 

3.2 企業情報開示の利用者と想定すべき投資家像 

 
3.2.1 企業情報開示の利用者 

 
01  企業と投資家の対話という観点から、本研究会の検討における企業情報開

示が目的とする主たる利用者は、株主を含む投資家である。 
02  一方、開示された情報の利用者としては、投資家に分析、整理した情報を

提供するアナリストやメディア等の情報媒介者（Information Intermediary）
や債権者等の様々なステークホルダーが存在する。また、情報の分析能力と

いう点でも、自身ですぐれた分析を行う投資家から専門家による分析や助け

を必要とする層まで幅がある。 
03  こうした様々な利用者がいることを前提に、企業の情報提供や対話をどの

ような利用者を想定して行うのか、また、そのような利用者を念頭に置くと

「有用な情報を、わかりやすく、適時かつ適切な方法で提供する」ためには、

具体的にどのような検討が必要なのか、といったことが、本研究会の検討の

中心的な議題の一つであった。 
 
3.2.2 想定すべき投資家像 

 
04  どのような投資家・株主を想定するかは、企業情報開示のみならず、株主

総会プロセス等の対話全般を通じて重要な点であり、本研究会でも様々な観

点から議論が行われた。 
 
【個人投資家と機関投資家】 
05  株主を含む投資家は、主として個人投資家と機関投資家に分けられる。 
06  このうち、機関投資家については、「スチュワードシップ・コード」にも

あるように、資産運用者（アセットマネージャー）と資産保有者（アセット

オーナー）に分けられる。また、制度や実務面の検討を行う上では、国内と

海外の機関投資家を区別して見ることが必要ではないかとの指摘があった。

これに加え、投資家の時間軸として、短・中・長期の投資家がいる。 
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07  なお、機関投資家については、上記のように分けられ、それぞれ個別の状

況や関心に違いはあるものの、個人投資家に比べると共通の視点や行動原理

（受託者責任等）があるのではないか、情報開示を考える上ではプロ投資家

とアマチュアの違いも意識すべきではないかとの問題意識も示された。 
 
【個人投資家の目線での検討】 
08  こうした区分けを前提としつつも、本研究会で企業情報開示のあり方を検

討する際には、基本的には個人を想定することが有益ではないかとの認識が

共有された。 
09  その理由は、大きく二つある。一つは、株式投資による利益の最終的な受

益者は、機関投資家経由であったとしても個人に帰着することである。この

ような観点に立てば、企業と投資家とは個人を介してつながっており、情報

開示のあり方も「対峙」するのではなく「対」となれる対話につなげる観点

から検討すべきとの意見も示された。 
10  もう一つは、個人にとってわかりやすい情報開示であれば、機関投資家に

とっても理解しやすいものとなることである。機関投資家であっても必ずし

も法律や専門用語に詳しいわけではなく、個人が会社を理解し、魅力を感じ

るような開示がなされることは重要である。このような観点から、米国証券

取引委員会（以下、SEC）は、情報開示を平明な言葉やグラフ等でわかりや

すくするためのハンドブック（A Plain English Handbook7）を公表してお

り、その中の序文でウォーレン・バフェット氏が「二人の姉妹に話すつもり

でアニュアルレポートを書く」と記していることが紹介された。 
 
【洗練された利用者と情報媒介者】 
11  それでは、開示制度においてはどのような利用者が想定されているのか。

本研究会では、ある程度の分析能力がある「洗練された投資家」が対象とな

るのではないかとの意見が示された。この点に関し、米国の法定開示（Form 
10-K）においては「洗練されたユーザー（sophisticated user）」や「合理的

ユーザー（reasonable user）」を想定した議論がなされていることが紹介さ

れた。 
12  法定開示が洗練された投資家を想定するとしても、個人投資家が情報を利

用する上では、アナリスト、情報ベンダー、メディア等の情報媒介者の役割

の捉え方が重要との指摘がなされた。有価証券報告書等は、個人投資家が読

み込むのは難しく、投資の上級者でも決算説明資料やアナリスト・レポート

                                                   
7 “A Plain English Handbook How to create clear SEC disclosure documents” U.S. 

Securities and Exchange Commission (1998) 
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や専門紙を参照している8。米国の法定開示でも個人投資家に対してわかりや

すい情報を提供する「情報媒介者（information intermediary）」の役割が重

視されていることも示された。 
 
 

3.3 企業情報開示を考える視点 

 
3.3.1 検討の視点・切り口 

 
01  本研究会では、望ましい企業情報開示のあり方を検討するため、情報開示

に求められる要素として、情報の質（Quality）、情報の量や範囲（Coverage）、
情報開示のタイミング（Timing）、情報の開示方法（Way）という切り口

（QCTW）を意識して議論が行われた。 
 
3.3.2 企業情報開示に求められる性質（Quality） 
 
02  企業の情報開示に求められる「質」としては、想定される投資家、利用者

の目的に照らして有用であること（有用性）が第一に挙げられる。これに加

え、本研究会においては、わかりやすさ、信頼性、透明性と公正性といった

性質が重要との指摘があった。 
 
【有用性】 
03  投資家が開示情報を利用する目的として、全般的には、投資判断のための

企業評価や株主としての権利行使の判断ということがある。 
04  そのための有用性を検討することは、制度の目的に応じた開示項目や企業

の判断で開示する内容や範囲（Coverage）を検討することにつながる。した

がって、個別項目の有用性については別項で検討されるが、その検討に当た

っては、それぞれの開示目的を明確にしつつ、投資家との対話を通じて開示

へのニーズと実際の開示の違いを少なくしていくことが重要との見解が示

された。 
 

【わかりやすさ】 
05  「わかりやすさ」あるいは理解可能性は、受け手の関心や能力によるため、

評価が難しい性質であるが、本研究会においては、「わかりやすさ」に関し

                                                   
8 2012 年 6 月号「日経マネー」個人投資家調査（6500 人程度を調査）等 
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て、以下のような点が挙げられた。 

① 第一に、投資家の目線で書かれ、文章が理解しやすいこと。前述（3.2.2）
のように、個人投資家にとってもわかりやすいという視点が重要である。

これに関し、欧米企業の開示は、比較しにくいところはあるが、投資家

視点のキーワードが入っており、より簡潔な表現や自発性を尊重した形

式となっているとの指摘があった。 
② 第二に、包括的な情報が一つにまとまっていること。機関投資家等が新

たな投資先企業の情報を得ようとする場合、どの資料を見れば良いか「わ

かりやすい」ことが重要である。特に、海外投資家にとってはこの点が重

視であるとの指摘がなされた。これに関し、米国では法定開示（Form 10-K）

とアニュアルレポートが一体となっており、欧州でもアニュアルレポート

で一つにまとまっていることが示された9。 
③ この他、紋切り型（ボイラープレート）になる問題もあるが、中小企業

の開示水準を確保するとともに他社や過去との比較をしやすくする観点

から、一定の様式に対するニーズもあるのではないかとの意見が出された。 
 

【信頼性】 
06  情報の信頼性は、人によって捉え方が異なるため、企業と投資家との共通

理解が重要である。たとえば、会社法（平成 17 年 7 月 26 日法律第 86 号）

や金融商品取引法（昭和 23 年 4 月 13 日法律第 25 号）上の年度監査、四半

期報告書のレビュー、上場会社の内部統制や監査役監査等、信頼性を担保す

る様々な仕組みがある。こうした中で、財務情報の信頼性の水準は以前に比

べて格段に高くなっているとの見方が示された。 
07  本研究会においては、求められる情報の信頼性と適時性、速報性とのバラ

ンスをどのように考えるかという点が集中的に議論された。 
08  特に制度開示を検討する際の視点として、情報の信頼性、適時性、内容・

範囲の三点をどのように考えるかが重要との問題提起がなされた。具体的に

は、決算短信は速報値として投資家が必要とする情報が求められ、監査は求

められない。一方、法定開示書類（会社法、金融商品取引法）では、監査に

よって信頼性が担保される確定値としての情報が求められる。 
09  また、これに関し、信頼性と適時性はトレードオフではなく、同時に満た

されなくてはならず、求められるタイミングに応じて開示内容の詳細さや範

囲が異なるべきとの意見も示された。 

                                                   
9 基礎資料編＜１．概要版＞P18・23～25（米国）、P31・37～40（英国）、P41・46～47（ド

イツ）、P48・53～57（フランス）を参照。 
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【透明性と公正性】 
10  本研究会において、投資家側からは、開示の透明性や予見可能性といった

性質を期待するとの見方が示された。 
11  これとともに、情報開示の公正性として、一部の機関投資家と企業とが対

話を深める中で、株主間で入手できる情報に差が出るのではないか、特に機

関投資家と個人投資家の間で入手できる情報の差をどう考えるかといった

点が議論された。この関係で、株主との対話において日本の制度下でどこま

で情報提供できるのかという問題提起があり、米国におけるフェアディスク

ロージャー規制10についての言及があった。 
 
3.3.3 企業情報開示の内容・範囲（Coverage） 
 
12  開示される情報の内容、範囲に関して、本研究会では、投資家が企業評価

や投資判断、株主としての権利行使のために必要とする情報、あるいは現に

制度開示として要求されている情報について検討が行われた。それぞれの開

示項目は密接に関連するため厳密に分けることは難しいが、本研究会では以

下のような情報の性質の違いを意識した議論が行われた。 
 

情報の種類 例 
ⅰ）中長期的・継続的な企業情

報 
経営者のビジョン、経営戦略、中期計画、

ビジネスモデル、ガバナンス、事業ポート

フォリオや事業概要等 
ⅱ）一定期間における成果や財

政状態に関する情報 
年度決算、四半期決算や注記等 

ⅲ）株主としての権利行使（特

に株主総会における議決権

行使）等のための情報 

取締役等の選任、配当等の情報（株主総会

議案及び関連情報） 

ⅳ）臨時的な情報 組織再編等に関する情報 
 
13  上記のうち、ⅰ）～ⅲ）は定常的な情報であり、年間を通じた IR や定時

                                                   
10 Regulation FD （Fair Disclosure）は、SEC における選別的情報開示（selective disclosure）
の禁止規則。証券を発行する企業は、その価格に影響を与える可能性のある重要な情報を特定

の株主や投資家のみに選別的に提供してはならない。また、意図の有無に関わらず、重要な非

公開情報を規制対象者（アナリスト等）に提供してしまった場合には、「すみやかに」公開す

ることが求められる。制度概要については、基礎資料編＜２．詳細版＞P74「②米国における

適時開示・公正な開示に関する規制」参照。 
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株主総会において開示が求められるものである。一方、ⅳ）は、ある事象が

決定され、あるいは発生した際に単発的に開示が求められる臨時的な情報で

ある。本研究会では、主としてⅰ）～ⅲ）の情報に焦点を当てて検討が行わ

れた。 
14  日本の状況に照らした議論の内容については、後述（「3.4.3 情報の有用性

と効果的な伝達に関する論点」参照）するが、それぞれの情報についての一

般的な見方として以下のような意見が示された。 
 
【中長期的・継続的な企業情報】 
15  投資家が、企業の持続的な価値創造能力やガバナンス等を評価する観点か

ら、企業の経営方針、戦略、ビジネスモデルやESG（環境、社会、ガバナン

ス）情報といった非財務情報の重要性が高まっている。これは世界的な潮流

であり、欧米各国における開示充実の動き11や統合報告等の国際的な枠組

み12の中でも重視されている。 
 
【一定期間における成果や財政状態等に関する情報】 
16  日本も含め、全般的に連結ベースでの開示充実が進んでおり、国際会計基

準の導入等も背景として国際的な調和も進んでいる。一方、注記情報の増大

により利用者にとってわかりにくいものになっており、作成者の開示負担も

増えているとの問題意識の下、国際的に注記等の開示フレームワーク

（Disclosure Framework）の見直し13が議論されている。 

                                                   
11  EU では、域内の大企業等に対して非財務情報開示の拡充を求める指令改正案が承認されて

いる（適用は 2017 年度）。同案では、一定の大規模会社（従業員数が 500 名超）に、環境、

社会・労働者問題、人権、不正行為・贈収賄対策及び取締役会のダイバーシティ等に関する諸

問題に対する方針、リスク及び結果に関する情報を年次報告書で開示することを要求している。 
また、英国では、2013 年 10 月から、企業戦略やビジネスモデルに関する説明を充実する

などの観点から「戦略報告書（Strategic Report）」の作成・開示が新たに要請されている。 
12 企業が、投資家を中心とするステークホルダーに対して統合的な報告を行うための国際的な

枠組みを検討する機関として、2010 年 8 月に IIRC（International Integrated Reporting 
Council)が設立され、2013年 12月に「国際統合報告フレームワーク（International Integrated 
Reporting Framework）」を公表している。  

13 米国財務会計基準審議会（FASB）では、財務諸表の開示（注記）に関するプロジェクトが

進行しており、2014 年 3 月には公開草案「財務報告のための概念フレームワーク 第 8 章:
財務諸表注記」が公表されている。これらは「時の経過とともに増加する開示情報に対応し、

財務諸表の開示をより効果的で調和が取れ、重複を少なくすることを目的とした包括的なフレ

ームワークを確立するため、財務諸表、MD&A、及びその他の情報をより適切に統合するた

めの方法を模索すること」を目的としている。 
また、国際会計基準委員会（IASB）では、2013 年 10 年から開示イニシアティブが立ち上

げられ、2014 年 12 月に「開示イニシアティブ(IAS 第 1 号の改定)」が公表されている。同改

定により、IAS 第 1 号「財務諸表の表示」における重要性、表示すべき情報、注記及び会計

方針の開示等の明確化が図られている。 
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17  内容面では、全般的に財務情報と MD&A（Management Discussion & 
Analysis of Financial Condition and Results of Operation）との関連等が重

視されている（後述「3.4.3 情報の有用性と効果的な伝達に関する論点」参

照）。 
18  一方、期間開示の頻度については、短期志向（ショートターミズム）への

反省もあり、EU においては 2015 年 11 月以降、四半期開示（期中経営報告）

の義務が廃止されている（後述「3.5.3 短期志向化に係る課題」等）。 
 
【株主としての権利行使等のための情報】 
19  会社法で定められている株主の権利とそれに関連する情報提供・開示は

種々あるが、本研究会で検討された主な情報は、定時株主総会での議案、す

なわち議決権行使に関連する情報である（後述「3.4.3 情報の有用性と効果

的な伝達に関する論点」参照）。直接的には、招集通知や取締役選任に係る

情報が典型的事例である。 
20  性質上、求められる情報の範囲は、株主総会へ付議する事項、議案の範囲

にも関連し、国による決議事項の違いにも関係するが、招集通知の参考資料

として株主に提供・開示が求められる範囲は、各国でそれほど違いはない（後

述「4.8.2 招集通知関係書類の電子化」や基礎資料編：企業情報開示や株主

総会プロセスを巡る我が国及び諸外国の制度と実務（以下、「基礎資料編」

という。）＜１．概要版＞P112～113「招集通知（本体）に係る規定 ①記載

事項」、P116「株主総会において株主に供する資料(参考情報)  ①種類」参

照）。 
 
3.3.4 情報開示のタイミング（Timing） 
 
21  情報開示の適時性に関し、本研究会では、開示する時点とともに頻度につ

いて検討を行った。 
22  前者（開示する時点）については、特に定常的な期間開示（年度、四半期

等）に関し、できる限り早いタイミングでの情報開示（速報性）への要請の

あり方と信頼性との関係が集中的に議論された。（後述「3.4 年度の情報開示

について」） 
23  後者（開示頻度）に関しては、主として年度、四半期、中長期の情報開示

に分けて検討を行った。（後述「3.5 四半期における企業情報開示のあり方に

ついて」） 
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3.3.5 情報の開示方法（Way） 
 
24  情報の開示、伝達方法については、媒体・開示形式、経路・場、受け手の

範囲等が検討対象となった。企業と投資家の対話を深め、情報開示と直接・

間接の様々な対話からのフィードバックを高める観点から、情報開示をどの

ような投資家、利用者に対し、どのような経路・場で行うかが極めて重要に

なっている。 
25  情報開示の方法を検討する前提として、最も劇的な環境変化は、IT 化、

電子情報化の進展である。IT インフラやインターネットの急速な普及（次頁

図表 3-1 参照）により、開示情報の提供や利用の実務は、電子情報を基本と

したものとなっている。国際的に見ても IT 化、電子化への対応が情報開示

を検討する上での中心課題となっている。情報の電子化を促進することによ

り、対話プロセスの効率化や開示情報の充実が図られることに加え、環境保

護、IT 利用の拡大、生産性の向上等が期待されるとの見解も示された。 
26  本研究会においては、こうした環境変化を念頭に置いて、開示媒体のあり

方にとどまらず、望ましい企業情報開示のあり方や実現に向けた具体的な方

策について議論された。（後述「3.4.5 望ましい年度開示のあり方について」。

特に電子化関連については 4.8「 招集通知関係書類の電子化等の促進による

株主総会プロセス効率化」も参照。） 
 
 図表 3-1：インターネットの利用・普及の拡大 
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3.4 年度の情報開示について 

 
3.4.1 年度開示の制度と実務 14 
 
イ．日本 
 
【制度概要】 

01  我が国の上場企業には、会社法に基づく「事業報告および計算書類等」、

金融商品取引法に基づく「有価証券報告書」、取引所の上場規程に基づく「決

算短信」という３つの年度情報開示が要請されている15。 
 
【実務】 
02  上場企業の開示実務を概観すると以下の通り16（イメージは図表 3-2、開

示等のスケジュール・日数は図表 3-3 参照）。 

① 決算日後１ヶ月程度のタイミング（本研究会において調査したサンプル

企業1710 社の平均では約 37 日。以下の②～④の（）内の数字について同

じ。なお、上場企業 3,144 社の平均18では 40.5 日。）で、決算短信（上場

規程、図表 3-2 黄色部分）により決算発表。 
② その後、事業報告及び計算書類等（会社法）を株主総会招集通知の添付

書類として、決算日後約２ヶ月（平均約 64 日、図表 3-2 赤色部分）、株

主総会の２～３週間前（平均約 21 日前）のタイミングで株主宛に発送。 
③ なお、会社法に基づく監査報告は、計算書類等を株主に提供するタイミ

ング（招集通知の発送）ではなく、決算発表の前後（平均約 43 日、図表

3-2 参照）で行われており、4 割程度の企業（平均 42.5％）では、短信公

表前に監査報告を入手19。 

                                                   
14 詳細については、基礎資料編＜２．詳細版＞P1～「（１）年度情報開示 ①～④」参照。 
15 それぞれの年度開示で要請されている開示の内容やタイミング等については、基礎資料編＜

１．概要版＞P1「（１）年度情報開示 ①我が国の制度概要と実務 （a）制度概要」参照。 
16 本文中で示されている各種の平均日数については、図表 3-3 や 3-7、基礎資料編＜１．概要

版＞P67「各国における決算発表のタイミング②」参照。その他実務については基礎資料編＜

２．詳細版＞P7「（１）年度情報開示 ①我が国の制度概要と実務 （b）実務」参照。 
17 本研究会において、日本においては 10 社、米国やカナダ、英国、ドイツ、フランスにおい

ては、株式時価総額の規模（定義については図表 3-8※４参照）に応じて、大規模 10 社、中

規模 10 社、小規模 10 社をサンプル企業として、当該企業の企業情報開示や株主総会プロセ

スの実務・スケジュールを調査。以下では「サンプル企業」という。 
18 Bloomberg データより。 
19 「東京証券取引所に上場している平成 25 年 3 月期決算会社（1,706 社）における決算短信
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④ さらにその後、有価証券報告書（金融商品取引法）を、株主総会開催の

当日以降、法定期限の直前のタイミングで、EDINET で開示（平均 87
日、図表 3-2 青色部分。なお、法定の提出期限は決算日から 90 日以内）。 

 
 
 図表 3-2：我が国の上場企業における年度開示等に係る制度と実務  

 
※１ ［］内の数字は、原則として、決算日からの平均日数を記載。定時総会の開催日までの平均日数の場合は「総会か

ら○日」としている。 
※２ あずさ監査法人による調査をもとに経済産業省作成。 

 
 
 
 
  

                                                                                                                                                     
日、監査報告書日等に関する調査」（会計・監査ジャーナル 2014 年 6 月号）。 
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図表 3-3：我が国の上場企業における年度開示等のスケジュール 

 
※１ 決算日からの日数。なお、会社法に係る部分は、招集通知の送付日付を記載。 
※２ 定時総会の開催日までの日数。 
※３ 定時総会の開催日との差日数。 
※４ あずさ監査法人調べ。 

 
 
03  これら法定開示の他、アニュアルレポート（日本語版／英語版）、CSR 報

告書、サステナビリティー報告書、統合報告書等が各社の任意で作成されて

いる。 
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ロ．米国 
 
【制度概要】 

04  米国内の証券取引所で取引される株式の発行会社等、SEC に登録されて

いる米国企業（以下、「米国上場企業等」という。）は、「1934 年証券取引所

法」に基づき、年次報告書（Form 10-K）を SEC に提出しなければならな

い。また、タイムリーディスクロージャーの観点から、年次の損益情報につ

いては、速やかに公表すべきことが取引所規則により要請されている。 
05  なお、会社法（州法20）では、財務会計制度に基づく財務諸表の作成は求

められていない。 
 
【実務】 
06  米国上場企業等の開示実務（サンプル企業 30 社の実務）は、企業により

大きな差があるが、規模（株式時価総額、大・中・小規模の定義については

図表 3-8 ※４参照）に応じて概観すると、以下の通り。 

① 決算日後 1～2 ヶ月程度のタイミングで、年次業績に関する決算発表（ア

ーニングリリース）を行うが、企業規模が大きい企業ほど、決算期末か

ら早期には発表する傾向にある。すなわち、大規模企業（時価総額 100
億ドル以上）では平均約 33 日、中規模企業（時価総額 10 億ドル以上 100
億ドル未満）では平均約 37 日、小規模企業（時価総額 10 億ドル未満）

では平均約 58 日で決算発表が行われている。 
② SECに提出を義務づけられている年次報告書（Form 10-K）は、決算

日後 2 ヶ月弱でSECに提出21され、同時にウェブサイト等で開示されてい

る。企業規模が大きいほど早い傾向にあるが、決算発表のタイミングに

比べれば差は小さい（大規模：約 52 日、中規模：約 56 日、小規模：約

67 日）。 
③ 株主向けには、SEC の Code of Federal Regulations（以下、「SEC レ

ギュレーション」という。）に準拠した Form 10-K も組み込んだ年次報

告書（アニュアルレポート）が一体的に作成されている。 
 
  
                                                   
20 例えば、全米の半数以上の会社が設立州としているデラウェア州の「デラウェア州一般会社

法（The Delaware General Corporation Law）」等。 
21 法定の提出期限は、決算期末から 60 日以内が期限となる大規模早期提出企業、75 日以内と

なる早期提出会社、90 日以内で足りる非早期提出会社の 3 種類がある。各区分の要件などに

ついては、基礎資料編＜２．詳細版＞P10「ⅰ)1934 年証券取引所法（The Securities Exchange 
Act of 1934） ロ）開示タイミング （注）１．～２．」参照。 
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 図表 3-4：米国上場企業等の年度開示等に係る制度と実務  

 
※１ 大規模早期提出会社（定義等については基礎資料編＜２．詳細版＞P10「ロ）開示タイミング」参照）を想定。 
※２ ［］内の数字は、原則として、決算日からの平均日数を記載。定時総会の開催日までの平均日数の場合は「総会か

ら○日」としている。 
※３ あずさ監査法人による調査をもとに経済産業省作成。 

 
 
ハ．EU 
 
【制度概要】 

07  EU 加盟国における開示制度は、EU 指令等を各国の法制度に取り込み、

必要に応じて各国において追加規定を定める仕組みとなっている。開示に関

連する主な EU 指令は、会計指令（4 号（単体）、7 号（連結））及び透明性

指令であり、当該指令と各国の法令の関係は図表 3-5 の通りとなっている。 
08  年度の情報開示については、「会計指令22（4 号（単体）、7 号（連結））」

が定めており、年次財務諸表、マネジメント・レポート及びコーポレート・

ガバナンス・ステートメント （マネジメント・レポートに含めて開示）の

                                                   
22 なお、会計指令では、売上高、総資産及び平均従業員数に応じて、会社を大規模、中規模及

び小規模に分類した上で、小規模会社対して開示の負担を軽減するための減免措置を与えてい

る。ただし、上場会社等の公開会社（public interest entity）は、規模にかかわらず大規模会

社の規定を適用することとされている。 
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作成が要請される。 なお、透明性指令については半期・四半期の情報開示

について定めており、後述する（「3.5 四半期における情報開示のあり方につ

いて）参照）。 
09  当該会計指令の内容は、英国やドイツ、フランスでは会社法/商法に反映さ

れているが、所謂、証券取引法に該当する各国の法令や取引所規則により、

更に開示すべき情報が追加されている（図表 3-6 参照）。 
 
 
 図表 3-5：EU における開示制度の概要  
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 図表 3-6：年度情報開示と各国規制の関係  
 

会社法・商法 
・財務諸表（単体） 
・財務諸表（連結） 

・マネジメント・レポート 
（コーポレートガバナンスに関する説明を含む） 

・取締役報酬報告書 

証取法 
 

取引所規則 
 

・経営者による宣誓書   
英国－プレミアム上場企業 
・長期インセンティブスキームの詳細 
・取締役の報酬放棄に係る取り決めの詳細 等 
ドイツ－プライム・スタンダード 
・英語による年次報告書 
・四半期報告書（財務諸表含む） 

  

 
【実務】 
10  EU、とりわけ英国、ドイツ、フランスの上場企業の開示実務（サンプル

企業 30 社の実務）は、企業により大きな差があるが、規模（株式時価総額、

大・中・小規模の定義については図表 3-8 ※４参照）に応じて概観すると、

以下の通り。 

① 英国では規模の大きい企業（時価総額 10 億ポンド以上）は決算日後 1
ヶ月強のタイミング（平均約 44 日）で年次業績に関する決算発表（アー

ニングリリース）を行っているが、英国においては中規模以下の企業、

ドイツ、フランスでは大規模企業であっても決算日後 2 ヶ月近くのタイ

ミングで決算発表を行っている。なお、規模の大小を問わず、監査報告

書の受領後に決算発表を行う実務例が多い。 
② 会計指令（及び各国の会社法/商法）に基づき提出が義務づけられる年

次報告書については、大規模企業においては決算日後約 2～3 ヶ月で提出

されているが、中規模以下の企業では、3～4 ヶ月強後に提出されている。 
 
二．まとめ 
 
11  以上を大まかに概観すると、各国の開示実務のスケジュールのイメージに

ついては次頁図表 3-7、決算日からの開示等のタイミング（平均日数）は次

頁図表 3-8 のように示される（株主総会プロセスに関する部分については,
後述「４．株主総会プロセスのあり方について」参照。）。 
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 図表 3-7：上場企業の年度開示制度等に関する国際比較  

 
※ あずさ監査法人による調査をもとに経済産業省作成。 

 
 図表 3-8：上場企業における年度開示等のスケジュール比較の国際比較  

 
※１ 決算日からの日数。なお、会社法に係る部分は、招集通知の送付日付を記載。 
※２ 定時総会の開催日までの日数。 ※３ 定時総会の開催日との差日数。 
※４ 時価総額の大きい企業（米国：100 億ドル以上、カナダ：10 億カナダドル以上、英国：10 億ポンド以上、ドイツ：

10 億ユーロ以上、フランス：100 億ユーロ以上）で業種に偏りがないように抽出した 10 社のスケジュールの平均

値。なお、（）内の「中」は時価総額が中規模の企業（米国：10 億ドル以上 100 億ドル未満、カナダ：2 億カナダ
ドル以上 10 億カナダドル未満、英国：1 億ポンド以上 10 億ポンド未満、ドイツ：3,000 万ユーロ以上 10 億ユーロ
未満、フランス：5 億ユーロ以上 100 億ユーロ未満）の 10 社平均、「小」は小規模の企業（米国：10 億ドル未満、

カナダ：2 億カナダドル未満、英国：1 億ポンド未満、ドイツ：3,000 万ユーロ未満、フランス：5 億ユーロ未満）
の 10 社平均。 

※５ あずさ監査法人調べ。 
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3.4.2 主な検討事項 
 
12  本研究会では、先述の 3.1～3.3 の検討の視点を念頭に置きながら、諸外国

の状況も踏まえつつ、我が国の年度の企業情報開示について検討を行った。

全般的には、日本の財務報告については、近年著しく改善し、諸外国と比べ

ても充実している部分もあるが、企業（作成者）と利用者（投資家）双方の

立場から、後述するように課題も指摘された。 
 
13  本研究会においては、企業情報開示全般に関する基本的な検討の方向性と

して、以下のような問題意識が共有された。 

① 重複する開示要請のために、発行体つまり企業側の負担感があるのでは

ないか。開示プロセスを効率化することで、生まれた工数・エネルギーを

投資家と向き合う時間に向けることで、対話の質を向上させることができ

ないか。 
② 現行の開示が投資家・株主を含むステークホルダーに有用な情報を効率

的に伝達するものとなっているか。 
③ これまで財務情報が中心であった現行開示に有用な非財務情報をもっ

と組み込めないか。 
14  このような観点から、本研究会においては、年度開示について特に以下の

3 点が議論された。 

① 3 つの制度開示の併存に関する論点 
② 情報の有用性と効果的な伝達に関する論点 
③ 開示のタイミング（適時性）に関する論点 

 
3.4.3  3 つの制度開示（会社法、金融商品取引法、取引所規則）の併存に関する論点 
 
15  本研究会においては、三つの制度開示の併存、このうち二つの法定開示に

おける監査、そしてこれらの開示・監査が実務として異なるタイミングで行

われていることに伴う課題が様々な観点から指摘された。以下は、主な指摘

事項をまとめたものである。 
 
イ．企業（作成者）における重複感・負担感 
 
【全般】 
16  三つの年度開示で似たような情報が微妙に異なる形で求められているこ
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とは、作成者にとっての重複感、負担感だけでなく、利用者にとってもそれ

ぞれの開示資料を確認する負担感があること、あるいは重複する情報は利用

しないといった指摘がなされた。企業の負担感については、複数の書類を短

期間で作成する作業のみならず、それぞれのチェックにも多大な時間とエネ

ルギーがかかっている。 
17  また、本研究会においては、実際の開示事例を参照しながら項目間の比較

が行われた。 
18  その中で、会社法と金融商品取引法との重複（図表 3-9 において、事業報

告・計算書類等（左側）と有価証券報告書（右側）の開示項目を比較。両者

で類似と思われる項目につき色づけの上、中央において整理。）も多いが、

決算短信と会社法、金融商品取引法との重複も多い（図表 3-10 において、

個社の開示実例をベースに、決算短信において記載している開示項目と事業

報告・計算書類等や有価証券報告書の開示項目との類似性・共通性を比較。）

との指摘がなされた。さらに、決算短信と会社法、金融商品取引法の間の重

複だけでなく、1 つの開示書類の中でも記載内容の重複があるとの指摘もな

された。 
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主要な事業内容

主要な営業所及び工場並びに使用人の状況

★ 事業の経過及びその成果

★ 資金調達、設備投資等についての状況（重要なものに限る。）

直前三事業年度の財産及び損益の状況

★ 重要な親会社及び子会社の状況

★ 対処すべき課題

主要な借入先及び借入額

その他会社の現況に関する重要な事項

※★印はＷｅｂ開示によるみなし提供ができない部分。

【有価証券報告書】　生産、受注及び販売の状況

【有価証券報告書】　事業等のリスク

【有価証券報告書】　研究開発活動

【有価証券報告書】　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

【有価証券報告書】　主要な設備の状況

株式会社の株式に関する事項（会社法施行規則第122条）

上位10 名の株主の状況

その他株式に関する重要な事項

その他新株予約権等に関する重要な事項

株式会社の会社役員に関する事項（会社法施行規則第121条）

★ 会社役員の氏名

★ 会社役員の地位及び担当

責任限定契約に関する事項

★ 取締役、会計参与、監査役又は執行役ごとの報酬等の総額

★ 当該事業年度において受け、受ける見込みの額が明らかとなった会社役員の報酬等

★ 各会社役員の報酬等の額又は算定方法に係る決定に関する事項

辞任した会社役員又は解任された会社役員に関する事項

重要な兼業の状況

監査役又は監査委員の財務及び会計に関する相当程度の知見

常勤の監査等委員
＊1

又は監査委員
＊２

の選定の有無及びその理由
その他会社役員に関する重要な事項

社外役員を設けた株式会社の特則（会社法施行規則第124条）

他の法人等の業務執行者との重要な兼務に関する事項

他の法人等の社外役員等との重要な兼職に関する事項

会社又は会社の特定関係事業者の業務執行者との親族関係

各社外役員の主な活動状況

責任限定契約に関する事項

社外役員の報酬等の総額

当該事業年度において受け、受ける見込みの額が明らかとなった社外役員の報酬等

親会社又は子会社等からの役員報酬等の総額

記載内容についての社外役員の意見

★ 社外取締役を置くことが相当でない理由

会計監査人の氏名又は名称

各会計監査人の報酬等の額

公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務（非監査業務）の内容

解任又は不再任の決定の方針

現在の業務停止処分に関する事項

責任限定契約に関する事項

企業集団全体での報酬等

辞任した又は解任された会計監査人に関する事項

事業報告 類似・関連すると考えられる項目（太枠部分）

株式会社の現況に関する事項（会社法施行規則第120条） 【事業報告】　主要な事業内容

【有価証券報告書】　事業の内容

株式会社の支配に関する基本方針に関する事項
（会社法施行規則第118条第3号）

【事業報告】　重要な親会社及び子会社の状況

【有価証券報告書】　関係会社の状況

【有価証券報告書】　沿革

【事業報告】　主要な営業所及び工場並びに使用人の状況

【事業報告】　その他会社の現況に関する重要な事項

【事業報告】　主要な営業所及び工場並びに使用人の状況

【有価証券報告書】　従業員の状況

【事業報告】　直前三事業年度の財産及び損益の状況

【有価証券報告書】　主要な経営指標等の推移

【有価証券報告書】　対処すべき課題

【事業報告】　資金調達、設備投資等についての状況（重要なものに限る。）

【有価証券報告書】　経営上の重要な契約等

【事業報告】　事業の経過及びその成果

【有価証券報告書】　業績等の概要

【事業報告】　対処すべき課題

【事業報告】　株式会社の支配に関する基本方針に関する事項

【事業報告】　上位10 名の株主の状況

【有価証券報告書】　大株主の状況

【事業報告】　その他株式に関する重要な事項

【事業報告】　資金調達、設備投資等についての状況（重要なものに限る。）

【有価証券報告書】　設備投資等の概要

【有価証券報告書】　設備の新設、除去等の計画

【事業報告】　資金調達、設備投資等についての状況（重要なものに限る。）

株式会社の新株予約権等に関する事項（会社法施行規則第123条） 【有価証券報告書】　株式の総数等

【有価証券報告書】　発行済株式総数、資本金等の推移

【有価証券報告書】　ストックオプション制度の内容

会社役員が有する新株予約権等のうち、職務執行の対価として交付されたものに関する事項

事業年度中に使用人等に対して職務執行の対価として交付された新株予約権等に関する事項

【事業報告】　会社役員が有する新株予約権等のうち、
　　　　　　　　　職務執行の対価として交付されたものに関する事項

【事業報告】　事業年度中に使用人等に対して職務執行の対価として
　　　　　　　　　交付された新株予約権等に関する事項

【事業報告】　主要な借入先及び借入額

【事業報告】　剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の
　　　　　　　　　定款の定めがあるときの権限の行使に関する方針

【有価証券報告書】　従業員株式所有制度の内容

【有価証券報告書】　株主総会決議による取得の状況

【有価証券報告書】　取締役会決議による取得の状況】

【有価証券報告書】　株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容

【有価証券報告書】　取得自己株式の処理状況及び保有状況

【事業報告】　その他新株予約権等に関する重要な事項

【有価証券報告書】　新株予約権等の状況

【有価証券報告書】　行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等

【有価証券報告書】　ライツプランの内容

【有価証券報告書】　所有者別状況

【有価証券報告書】　議決権の状況

【有価証券報告書】　監査報酬の内容等（②その他の重要な報酬の内容）

【有価証券報告書】　監査報酬の内容等（④監査報酬の決定方針）

株式会社の状況に関する重要な事項（会社法施行規則第118条第1号）

【事業報告】　株式会社の状況に関する重要な事項

剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定めがあるときの権限の行使に関する方
針

過去2年間の業務停止処分に関する事項のうち、会社が事業報告の内容とすべきと判断
した事項

会計監査人設置会社における事業報告の内容（会社法施行規則第126条）

【事業報告】　会計監査人の氏名又は名称

【有価証券報告書】　コーポレート・ガバナンスの状況（④会計監査の状況）

【事業報告】　各会計監査人の報酬等の額

【事業報告】　企業集団全体での報酬等

【有価証券報告書】　監査報酬の内容等（①監査公認会計士等に対する報酬の内容）

【有価証券報告書】　コーポレート・ガバナンスの状況（③社外取締役及び社外監査役）

【有価証券報告書】　コーポレート・ガバナンスの状況（⑥株式の保有状況）

【事業報告】　業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容の概要

【有価証券報告書】　コーポレート・ガバナンスの状況】（①企業統治の体制等）

業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容の概要
（会社法施行規則第118条第2号 ）

【事業報告】　責任限定契約に関する事項

【有価証券報告書】　コーポレート・ガバナンスの状況（①企業統治の体制等）

【有価証券報告書】　コーポレート・ガバナンスの状況（※コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方）

【有価証券報告書】　コーポレート・ガバナンスの状況（①企業統治の体制等）

【有価証券報告書】　コーポレート・ガバナンスの状況（②内部監査及び監査役監査）

【有価証券報告書】　監査報酬の内容等（③監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容）

【事業報告】　当該事業年度において受け、受ける見込みの額が明らかとなった社外役員の報酬等

【事業報告】　当該事業年度において受け、受ける見込みの額が明らかとなった会社役員の報酬等

会計監査人設置会社における事業報告の内容（会社法施行規則第126条）

【事業報告】　公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務（非監査業務）の内容

【事業報告】　親会社又は子会社等からの役員報酬等の総額

【有価証券報告書】　コーポレート・ガバナンスの状況（⑤役員の報酬等）

【事業報告】　監査役又は監査委員の財務及び会計に関する相当程度の知見

【有価証券報告書】　コーポレート・ガバナンスの状況（②内部監査及び監査役監査）

【事業報告】　会社役員の地位及び担当

【有価証券報告書】　役員の状況

【事業報告】　取締役、会計参与、監査役又は執行役ごとの報酬等の総額

【事業報告】　各会社役員の報酬等の額又は算定方法に係る決定に関する事項

【事業報告】　社外役員の報酬等の総額

【有価証券報告書】　配当政策

【有価証券報告書】　株価の推移

【事業報告】　会社役員の氏名

図表 3-9：年度情報開示に関する項目比較①（1/2） 
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(凡例） ：有報と事業報告で類似する箇所 赤字 ：事業報告に固有の記載 青字 ：有報に固有の記載

第１．【企業の概況】

1.【主要な経営指標等の推移】

2.【沿革】

3.【事業の内容】

4.【関係会社の状況】

5.【従業員の状況】

第２．【事業の状況】

1.【業績等の概要】

「沿革」 2.【生産、受注及び販売の状況】

「主要な営業所及び工場の状況」 3.【対処すべき課題】

「その他会社の現況に関する重要な事項」 4.【事業等のリスク】

5.【経営上の重要な契約等】

6.【研究開発活動】

7.【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

「対処すべき課題」関連 第３．【設備の状況】

1.【設備投資等の概要】

2.【主要な設備の状況】

3.【設備の新設、除去等の計画】

「生産、受注及び販売の状況」

「事業等のリスク」

「研究開発活動」

「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」

「設備投資等の状況」関連

「主要な設備の状況」

「資金調達の状況」

「主要な借入先及び借入額」

第４．【提出会社の状況】

1.【株式等の状況】

（1)【株式の総数等】

「株式の総数等」関連 （2)【新株予約権等の状況】

（3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

（4)【ライツプランの内容】

（5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

「ストックオプション制度等の内容」関連 （6)【所有者別状況】

（7)【大株主の状況】

（8)【議決権の状況】

（9)【ストックオプション制度の内容】

「その他新株予約権等に関する重要な事項」 （10)【従業員株式所有制度の内容】

「新株予約権等の状況」 2.【自己株式の取得等の状況】

「行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等」 （1)【株主総会決議による取得の状況】

「ライツプランの内容」 （2)【取締役会決議による取得の状況】

「所有者別状況」 （3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

「議決権の状況」 （4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

「従業員株式所有制度の内容」 3.【配当政策】（※1)

4.【株価の推移】

「株主総会決議による取得の状況」

「取締役会決議による取得の状況」

「株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容」

「取得自己株式の処理状況及び保有状況」

「株価の推移」

第４．【提出会社の状況】

「役員の状況」関連 5.【役員の状況】

6.【コーポレートガバナンスの状況等】

（1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

　　※コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

　　①企業統治の体制等

「役員の報酬等」関連 　　②内部監査及び監査役監査

　　③社外取締役及び社外監査役

　　④会計監査の状況

　　⑤役員の報酬等

　　⑥株式の保有状況

コポガバの状況：コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

コポガバの状況：企業統治の体制等

コポガバの状況：内部監査及び監査役監査

コポガバの状況：社外取締役及び社外監査役

コポガバの状況：株式の保有状況

第４．【提出会社の状況】

6.【コーポレートガバナンスの状況等】

（2)【監査報酬の内容等】

　　①監査公認会計士等に対する報酬の内容

　　②その他の重要な報酬の内容

　　③監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容

監査報酬の内容等：「その他の重要な報酬の内容」 　　④監査報酬の決定方針

監査報酬の内容等：「監査報酬の決定方針」

「株式会社の状況に関する重要な事項」

有価証券報告書

「事業の内容」関連

「親子・関係会社等」関連

「従業員の状況」関連

「財産・損益・経営指標等の推移」関連

「組織再編、経営上の重要な契約等」関連

「事業の経過・成果、業績等の概要」関連

「大株主の状況」関連

「会計監査の状況」関連

「責任限定契約に関する事項」関連

「内部統制等」関連

「会計監査人等に対する報酬の内容」関連

（※1）単体開示の簡素化に伴い、従来注記として記載することとされていた「配当制限に関す
る注記」は非財務情報で記載することとされた。、

「監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容」関連

「監査役又は監査委員の財務及び会計に関する相当程度の知見」関連

「配当政策」関連
（剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定めがあるときの権限の
行使に関する方針を含む）

【類似・関連すると考えられる項目の内容】
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※比較情報なし

（大会社であって有報の提出義務がある会社を前提）

連結計算書類 本表（連結）

連結貸借対照表 連結貸借対照表

連結損益計算書 連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結株主資本等変動計算書 連結株主資本等変動計算書

― 連結キャッシュ・フロー計算書

― 連結附属明細表(社債明細表、借入金等明細表、資産除去債務明細表）

― その他

（連結注記表）

注記事項

継続企業の前提に関する注記 継続企業の前提に関する事項

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
及び連結の範囲又は持分法の適用範囲の変更

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

会計方針の変更に関する注記 会計方針の変更

― 未適用の会計基準等

表示方法の変更に関する注記 表示方法の変更

会計上の見積りの変更に関する注記 会計上の見積りの変更

誤謬の訂正に関する注記 修正再表示に関する注記

その他の注記（会社計算規則第116条） 追加情報

連結貸借対照表等に関する注記 連結貸借対照表関係

― 連結損益計算書関係

― 連結包括利益計算書関係

連結株主資本等変動計算書に関する注記 連結株主資本等変動計算書関係

― 連結キャッシュ・フロー計算書関係

― リース取引関係

金融商品に関する注記 金融商品関係（*1)

― 有価証券関係

― デリバティブ取引関係

― 退職給付関係

― ストック・オプション等関係

― 税効果会計関係

― 企業結合等関係

― 資産除去債務関係

賃貸等不動産に関する注記 賃貸等不動産関係(*2)

― セグメント情報等

― a.セグメント情報

― b.関連情報

― c.報告セグメントごとに固定資産の減損損失に関する情報

― d.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

― e.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

― 関連当事者情報

１株当たり情報に関する注記 １株当たり情報（*3)

重要な後発事象に関する注記 重要な後発事象

(*1) 計規では、簡素な項目が規定されているのみである。

(*2) 計規では、簡素な項目が規定されているのみである。

(*3) 計規では、潜在株式調整後1株当たり当期純利益や算定上の基礎に関する

規定はない。

計算書類等 本表（個別）

★ 貸借対照表 貸借対照表

★ 損益計算書 損益計算書

株主資本等変動計算書 株主資本等変動計算書

― 附属明細表（有形固定資産明細表、引当金明細表）

（個別注記表） その他

附属明細書（有形固定資産及び無形固定資産の明細、
引当金の明細、販売費及び一般管理費の明細）

※★は、Ｗｅｂ開示によるみなし提供の対象外となる開示項目。

注記事項

継続企業の前提に関する注記 継続企業の前提に関する事項

重要な会計方針に係る事項に関する注記 重要な会計方針

会計方針の変更に関する注記 会計方針の変更

表示方法の変更に関する注記 表示方法の変更

会計上の見積りの変更に関する注記 会計上の見積りの変更

誤謬の訂正に関する注記 修正再表示に関する注記

その他の注記（会社計算規則第116条） 追加情報

貸借対照表等に関する注記 貸借対照表関係

損益計算書に関する注記 損益計算書関係

株主資本等変動計算書に関する注記 株主資本等変動計算書関係

リースにより使用する固定資産に関する注記（※)

― 有価証券関係

税効果会計に関する注記 税効果会計関係(*4)

― 企業結合等関係

１株当たり情報に関する注記

重要な後発事象に関する注記 重要な後発事象

連結配当規制適用会社に関する注記 連結配当規制適用会社に関する注記

関連当事者との取引に関する注記 関連当事者との取引に関する注記

（※）賃貸借処理しているファイナンス・リース取引について、定性的情報を記載 (*4)計規では、繰延税金資産・負債の発生原因の記載が求められているのみで

　　することとされている（計規第108条）。 　　あり財規のように、発生原因別の内訳の注記までは求められていない。

個別注記表（会社計算規則第98条）

項　目計算書類等

連結注記表（会社計算規則第98条）

図表 3-9：年度情報開示に関する項目比較②（2/2） 
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（凡例） ：有価証券報告書と計算書類等で共通する箇所

：財規等と計規で規定ぶりが一部異なる箇所

財規等：連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（「連結財規」という。）及び財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（「財規」という。）



計規：会社法計算規則

※比較情報あり

第５．【経理の状況】

1.【連結財務諸表等】

(1)【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】又は【連結損益及び包括利益計算書】

③【連結株主資本等変動計算書】

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

⑤【連結附属明細表】（社債明細表、借入金等明細表、資産除去債務明細表）

(2)その他

第５．【経理の状況】

2.【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

②【損益計算書】

③【株主資本等変動計算書】

(④【キャッシュ・フロー計算書】)

―

⑤【附属明細表】（有形固定資産明細表、引当金明細表）

(2)(【主な資産及び負債の内容】)（※１)

(3)【その他】

継続企業の前提に関する事項

重要な会計方針

会計方針の変更

表示方法の変更

会計上の見積りの変更

修正再表示に関する注記

追加情報

貸借対照表関係（関係会社に対する資産・負債、担保資産、偶発債務）

損益計算書関係（関係会社に対する売上高・営業費用・営業外損益、研究開発費、減損損失）

株主資本等変動計算書関係(※３)

―(※２)

有価証券関係

税効果会計関係

企業結合等関係

―(※２)

重要な後発事象

―

―

（※１）単体開示の簡素化により、記載を省略することができることとされた。

（※２）単体開示の簡素化により、記載することを要しないこととされた。

（※３)自己株式に関する注記については、記載することを要しないこととされた。

重要な後発事象

注記事項

１株当たり情報

税効果会計関係

企業結合等関係

資産除去債務関係

賃貸等不動産関係

セグメント情報等

a.セグメント情報

b.関連情報

c.報告セグメントごとに固定資産の減損損失に関する情報

d.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

e.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

関連当事者情報

ストック・オプション等関係

追加情報

連結貸借対照表関係（担保資産、偶発債務、1株当たり純資産、事業用地の再評価）

連結損益計算書関係（1株当たり当期純損益等、研究開発費、減損損失）

連結包括利益計算書関係（その他包括利益に係る組替調整額及び税効果額）

連結株主資本等変動計算書関係（発行済株式、自己株式、新株予約権等、配当）

連結キャッシュ・フロー計算書関係（現金・現金同等物の期末残高と連結BSに掲記されている金額との関係、非資金取引の内容等）

リース取引関係

金融商品関係

有価証券関係

デリバティブ取引関係

退職給付関係

修正再表示に関する注記

有価証券報告書

注記事項

継続企業の前提に関する事項

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

会計方針の変更

未適用の会計基準等

表示方法の変更

会計上の見積りの変更
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図表 3-10：年度情報開示に関する項目比較  
（決算短信と会社法・金融商品取引法に基づく開示項目の比較） 
―― 企業情報開示検討分科会委員提出資料。委員の企業の開示実務をベース

に開示項目を比較したもの。 
 

 
 
 
【財務諸表等（決算基礎情報）】 
19  財務諸表については、これまで会社法と金融商品取引法の間で調整が行わ

れてきている。実務においては、最も詳細な有価証券報告書の基礎となる決

算関連のデータを整理し、当該基礎データから決算短信、計算書類等を作成

するなどの作業効率化に努めている事例が紹介された。一方で、このように

同じデータに基づく情報を、形を変えて作成し直すことが本当に必要なのか

との疑問が示された。 
20  また、決算情報（財務諸表等）について、実務的には印刷会社のシステム

に情報を入れていくつもの書類に分けるサービスがあるとの言及があった。

一方で、招集通知等は発送のためにデザイン等を別途行い、印刷しており、
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一つのデータを形を変えて作成、印刷し直すことが本当に必要かという疑問

が示された。 
 
【異なる形式、定義、範囲等】 
21  決算短信、事業報告及び計算書類等、有価証券報告書それぞれの根拠法令、

提出フォーマット等は異なるが、開示内容は類似している。そのため現行実

務では、作成者と公認会計士又は監査法人は、各開示書類間の整合性をチェ

ックしなければならない。 
22  特に財務諸表以外の情報については、同一の項目であっても制度間で開示

の範囲や定義・概念等が少しずつ異なるため、一方で作成したものを他方で

活用することも難しく、作成者にとって作業負担が大きくなっている例が示

された。こうした違いは利用者側にとってもわかりにくく、こうした記載の

共通化すべきとの指摘がなされた。（いくつかの例として、関係会社の状況

や新株予約権に係る記載、持株比率の概念等が示された。） 
23  また、事業報告と有価証券報告書の項目が同じであっても、追加的な記載

事項等があると情報入手に手間がかかりチェックする点も異なるため、それ

ぞれ独立して書類を作成せざるを得ないので重複感が大きいとの意見も示

された。（例として、１株当たり情報、設備の状況に係る記載等が示された。） 
 
ロ．利用者から見たわかりにくさ、使いにくさ 
 
【利用者から見たわかりにくさ】 
24  三つの制度開示が併存することによって似たような情報が違う形式、文書

で提供されることは、投資家やアナリストにとってもわかりにくく、重複し

た情報が利用されない状態となっている。 
25  この点は、特に海外投資家や新たな投資先を検討する投資家等、どの資料

を見れば包括的な情報が得られるかを知りたい投資家にとっては問題とな

る。また、類似情報が異なるタイミングで開示されても、（作成者が手間を

かけている割には）後から出る情報に時間を割くことはしないとの指摘もあ

った。 
 
【投資判断情報としての使いにくさ】 
26  また、決算発表時の補足資料は分かりやすく読みやすいため、多くの銘柄

を抱える投資家はそれを読んで他の企業情報に移る。有価証券報告書等の複

数の開示書類は対話に用いにくく、そもそも忙しいので、（企業が力をかけ

る）アニュアルレポートにも目を通せないアナリストも多いのではないかと
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の指摘があった。 
27  さらに、機関投資家の財務情報の利用実態としては、速報としての決算短

信、確報としての有価証券報告書に係る財務データを、財務データベンダー

経由で加工に適した形で入手・利用しているのが主であり、TD-NET や

EDINET のような電子化されていない会社法の計算書類の財務情報の活用

は限定的であるとの実例が紹介された（開示された財務情報へのアクセス・

利用経路については図表 3-11 参照）。機関投資家としての見方では、計算書

類の財務情報は、有価証券報告書との比較では情報量が少なく、また電子的

な加工にも難しいことが一因ではないかとの指摘もあった。 
 
 
 図表 3-11：開示情報へのアクセスと利用経路  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ハ．二つの監査が併存することに伴うリスク・懸念等 
 
28  我が国では、会社法と金融商品取引法で2つの年度監査が求められている。

これに対し、米国では証券取引所法、欧州各国では会社法制により一元的に

外部監査人による監査が行われている23。このように、諸外国と異なり、我

                                                   
23 各国の年度情報開示に係る監査の制度と実務の概要については、基礎資料編＜詳細版＞P25
「（2）年度情報開示に係る監査」参照。 

東証 短信 

金商法 有報 

TD-NET 

EDINET 

海外財務情報 
海外財務情報 
海外財務情報 

DB

 
 

 
DB 

DB 
財務データ

ベンダーC Excel へ           

ダウンロード 

非財務

情報 

（機関投資家） 

投資判断 

 

財務データ

ベンダーB 

財務データ

ベンダーA 

Excel へ           

ダウンロード 

Excel へ           

ダウンロード 

Excel へ           

ダウンロード 
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が国では 2 つの年度監査が求められていることに関連して、本研究会では以

下の 2 つの指摘がなされた。 
 
（会社法の監査報告書日後に発生した後発事象） 
29  会社法及び金融商品取引法に基づく２つの監査報告書の時期がずれてい

ることにより、会社法に基づく監査報告後、金融商品取引法に基づく監査報

告までに後発事象24が発生するリスクが存在するが、その取扱い25が国際的

に見て理解が得られにくいという問題が生じている。 

（会社法監査報告書日後に特定された「開示すべき重要な不備」） 
30  また、金融商品取引法に基づく内部統制監査において、会社法監査時には

認識できない内部統制上の「開示すべき重要な不備」が特定された場合、金

融商品取引法の監査意見に影響を与え、監査結果の不整合が生ずることにな

れば、株主・投資家への混乱を招く恐れもある。 
 
 
  

                                                   
24 決算日翌日から監査報告までに発生した事象で、我が国では、当期の財務諸表に影響がある

ため監査報告までに修正する必要があるもの（修正後発事象）、当期の財務諸表を修正する必

要はないが、来期以降の財務諸表に影響があるため注記する必要があるもの（開示後発事象）

にその取扱いが分かれている（監査・保証実務委員会報告第 76 号「後発事象に関する監査上

の取扱い」（最終改正 平成 21 年 7 月 8 日 日本公認会計士協会））。 
25 会社法に基づく監査報告書日後、金融商品取引法に基づく監査報告書日までに、有価証券報

告書の財務諸表等を修正しなければならない後発事象が発生した場合であっても、計算書類と

財務諸表の単一性を重視し、有価証券報告書では財務諸表等の修正をせず、そうした事象が発

生した点の注記をするので足りるといった取扱いが認められている。（監査・保証実務委員会

報告第 76 号「後発事象に関する監査上の取扱い」（最終改正 平成 21 年 7 月 8 日 日本公認会

計士協会））。 
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 図表 3-12：日本における２つの法定監査と所要日数（国際比較）  

 

 
 
  

 

 

 

 
決算日 決算発表日 年次報告書に係る 

監査報告書日 年次報告書 

日本・平均 3/31 (約 37 日) 
会社法 

(約 43 日) 
金商法 

(約 86 日) 
会社法 

(約 64 日) 
金商法 

(約 87 日) 

米国・平均 12/31 (約 33 日) (約 51 日) (約 52 日) 

カナダ・平均 12/31 (約 37 日) (約 45 日) (約 72 日) 

英国・平均 12/31 (約 44 日) (約 54 日) (約 67 日) 

ドイツ・平均 12/31 (約 55 日) (約 53 日) (約 65 日) 

フランス・平均 12/31 (約 47 日) (約 69 日) (約 80 日) 
※１ 図表 3-8※４における時価総額の大きい企業 10 社のスケジュールの平均値。 
※２ 表中の決算日以外の数字は、決算日からの所要日数を記載している。 
※３ あずさ監査法人調べ 

 
 
31  このようなリスク・懸念等は、そもそも監査が 2 つ存在していることに端

を発しているが、実務として、会社法の監査報告書が決算後 40 日程度、金

融商品取引法の監査報告書が決算後 80 日以上とタイミングの違いが大きい

ことが、更にリスクを高めているとの指摘がされた。 
32  このように 2 つの監査が併存すること、また上記のようなリスクを負って

いることは、日本企業が他国の企業と比べて二重の負担を負っていることに

他ならない。とりわけ、2 つの監査報告がずれる期間が長くなる場合には、

このようなコストの問題に加え、後発事象に対応する手続として、議事録や

決算日 
会社法の 

監査報告書日 
金商法の 

監査報告書日 

内部統制に関する 
監査報告書 後発事象に関する 

日本固有の取扱い 

43 日 86 日（43 日差） 



 

37 
 

稟議書の閲覧や異常な取引の有無の確認といった追加の監査作業も発生す

ることになるとの指摘がされた。 
 
ニ．制度開示と任意開示の連関性の薄さ 
 
33  本研究会では、3 つの制度開示の併存とともに、それらとアニュアルレポ

ート等の任意開示の間の関係についても議論が行われた。欧米では、法定開

示をそのまま活用・引用して、投資家向けの説明資料としてのアニュアルレ

ポートが作成される実務が見られる26。一方、日本の開示においては、制度

開示（法定開示）と任意開示との連関が意識されておらず、統合されている

ことによるわかりやすさや開示の効率性、信頼性といった観点から、こうし

た関連を意識すべきとの指摘がなされた。 
 
3.4.3 情報の有用性と効果的な伝達に関する論点 
 
34  投資家等の企業情報の利用者にとって、有用な情報が効果的に伝達されて

いるのか。すなわち、持続的成長に向けた対話という観点から、投資家の企

業価値評価や投資判断、株主としての権利行使等の目的に照らして、必要な

広さと深さの情報が効果的な方法で開示されているのかという点について

検討が行われた。以下では、前述（「3.3.3 企業情報開示の内容・範囲

（Coverage）」）した情報の区分けも念頭に置いて議論を概観する。 
 
【中長期的・継続的な企業情報】 
35  前述のとおり、中長期的な企業価値評価や投資判断のためには、長期的観

点からの会社のビジョン、経営方針や戦略の方向性等、投資家が会社の基本

的なあり方を議論、検討できるための情報開示が求められる。また、ガバナ

ンスを含む ESG（環境、社会、ガバナンス）情報等、いわゆる非財務情報の

重要性も指摘された。 
36  これらの情報は、日本企業においても開示が充実してきているが、投資家

の視点からみると必ずしも十分ではない、又は効果的に伝えられていないの

ではないかとの問題意識が示された。この点に関し、本研究会では特に以下

のような指摘がなされた。 

① ガバナンス情報の開示については、現状では外形的な情報（人数や組織

                                                   
26 本研究会においては、このような例としていくつかの欧米企業における年度情報開示に関す

る実務が紹介された。基礎資料編＜１．概要版＞P19・23～25（米国）、P31・37～40（英国）、

P41・46～47（ドイツ）、P48・53～57（フランス）参照。 
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形態）に関する開示は多いが、例えば、社外取締役を企業がどのような考

え方で選んでいるのか、選ばれた社外取締役は実際どのような活動をして

いるのか、さらに他の取締役はどのような形でガバナンスに関わっている

のかなど、考え方や意思決定プロセス、実際の活動に関する開示は少ない。

実際に社外取締役がどのように行動したのかわかるのは、不祥事が起こっ

た場合の第三者委員会の報告書においてというのは残念であり、平時にこ

うした点について自発的に情報が開示されることが望ましい。 
② 日本企業のガバナンスに関する開示の方式は、必ずしも国際的な投資家

の視点のロジックと合っていないため、ある種のディスカウントファクタ

ーとなってしまっているのではないか。 
③ 海外投資家との ESG の議論では、グローバルなサプライチェーンにお

ける紛争鉱物の取扱いやアジアにおける児童労働の問題等が、投資家に発

信すべき情報として考えられている。一方、日本企業では、これらはグロ

ーバルなリスク管理の一環として認識されているものの、投資家に発信す

べき情報として扱われていないのではないか。 
 

【MD&A、資本効率等に関する情報】 
37  資本効率に関する情報、または経営成果や財政状況に対する経営者の考え

方は、特に機関投資家が重視する点である。本研究会では、その具体的な開

示として、MD&A27（有価証券報告書の「財政状態、経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況の分析」）や資本効率に関する情報開示が不十分ではない

かとの問題意識から、いかのような問題提起があった。 

① MD&A についての開示例の多くは、外部環境に左右された結果として

の業績を記載しており、紋切り型（ボイラープレート）になっている。他

方、米国では、外部環境に左右された結果だけではなく経営者による討議

（Discussion）と分析（Analysis）が行われており、示唆に富むのではな

いか。 
  ② 資本効率に関し、投資家としてはROE（Return on Equity28）に代表

                                                   
27 日本では、2003 年 4 月より有価証券報告書の２．事業状況「財政状態、経営成績及びキャ

ッシュ・フローの状況の分析」として項目が新設されている。米国では、1982 年から SEC
が、開示制度改革の一環として、「財政状態および経営成績に関する経営者による討議と分析

（Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of 
Operations, MD&A)」が年次報告書（Form 10-K）に導入されている。 

28 企業における最終利益が自己資本との関係でどの程度の割合となっているかを示す指標で、

例えば有価証券報告書では、ROE は「自己資本利益率」とされ、当期純利益金額を純資産額

から新株予約権の金額及び少数株主持分の金額を控除した額で除した割合と定義されている

（「企業内容等の開示に関する内閣府令」における第三号様式・記載上の注意（５））。 
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される株主資本の収益性、効率性が、企業の考える社会的責任や幅広い

企業価値の向上と両立することを期待している。しかしながら、現状の

開示例をみると、ROE等資本収益性に代表される価値創造についての達

成状況等に関する記載は不十分である。例えば、ROEの目標値やその達

成状況、達成するための会社のビジョンや戦略等について、更なる充実

が必要ではないか。 
 
【株主としての権利行使等のための情報】 
38  株主総会における議決権行使を判断する情報開示あるいは対話のあり方

として、以下のような見解が示された。 

① 特に社外取締役も含む取締役の選任に係る情報開示が重要である。すな

わち、経営の舵取りや対話を担う取締役がどのような人物なのか、企業

の経営を任せられる人物なのかといった点が、株主にとってまさに見極

めたい点であり、企業にとっても見極めてもらいたい点ではないか。 
② 対話の本質的な役割を担うのは社外取締役や CEO であり、その社外取

締役として誰を選ぼうとしているのか、あるいは社外取締役がどういう

メカニズムで CEO を選ぼうとするのかという、そのメカニズム自体が非

常に重要な情報。こうした点にきちんと規律を与えていくという観点か

らも、これらの情報開示やそれに基づく対話が重要。さらに言えば、従

来の取締役や CEO の選び方について、株主との対話を通じて真摯に検討

しなければならない段階に来ている。 
 
【投資家目線の不足と画一的な開示】 
39  日本企業の情報開示や伝達に関し、その画一性や投資家目線の不足につい

ても以下のような問題提起がなされた。 

① 欧米企業との比較で見ると、特に決算発表について、日本では決算短信

という形での画一的（ボイラープレート的）な開示がなされているが、欧

米におけるアーニングリリースをみると、必ずしも決まった様式はなく、

開示内容やその分量は企業の裁量に任されている。こうした諸外国の例を

踏まえると、我が国においても、企業自身が成長の度合いや資本市場での

位置づけを十分に意識した各社に相当な水準（fair）の開示のあり方を考

えるべきはないか。また、決算短信は法律に基づく義務開示ではなく適時

開示であるため、必要最小限の要請と企業自身の考えに基づく自発的な開

示を促すことで、有益な開示となり、投資家との対話の糸口になるのでは

ないか。 
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② 決算短信に関しては、制度側では柔軟性を設けているようだが、作成者

側にとっては拘束されているという意識が高いように見受けられる。この

意識の差がどうして生じているのかについて、検討が必要ではないか。 
③ 取引所における適時開示（決算短信を含む）に関しては、一定の自由度

が認められているようだが、膨大な開示ガイドブックや取引所による企業

開示に係る審査・指導等が、結果として企業開示の企業の裁量を狭め、企

業の自発的な開示を阻害している面があるのではないか。 
④ 開示内容を個々の上場会社の判断にゆだねると開示の後退につながる

との意見もあるかもしれないが、ジャスダックやマザーズに上場する新興

企業を含む、比較的規模の小さい会社では、現状いくつも似たような書類

を作成することに時間やエネルギーを費やしているため中身の充実まで

手が回らない面がある。企業側にある程度の裁量権を与え、自分達が必要

だと思う情報を開示させた方が、中身が濃く、投資家にとっても有益な開

示になるのではないか。 
 
【業績予想開示】 
40  決算発表に関連して、特に決算短信における業績予想開示（及び数値基準

に基づく修正開示）について、以下のような指摘がなされた。 

① 企業及び投資家等（利用者）の双方から見て、開示が画一的であり運用

上窮屈である。2011 年、東京証券取引所において、各社の実情に応じた

多様かつ柔軟な業績予想開示を積極的に行うための各種見直しが行われ、

柔軟な業績予想開示を行う企業も増えつつある（次頁「業績予想開示に関

する実務上の取扱いの見直し方針（東京証券取引所 平成 23 年 12 月 28
日）」参照）が29、依然として、従来通りの様式に基づく予想開示（特定

値）をするのが一般的である。 
② 欧米企業でも、将来予測情報を任意に開示している例は多いものの、売

上高、EPS（Earnings per Share、一株当たり利益）、フリーキャッシュ

フロー、資本的支出等の項目についての、文章による説明やレンジ形式に

よる開示等、各社の実情や投資家ニーズに応じた多様な実務が伺える。 
③ また、諸外国では見られないボトムライン（当期純利益）も含む特定値

の予想が開示されることで、アナリストの議論が通期の見通しに過度に集

中し、予想を外すと文句を言うという日本固有の状況が、中長期視点での

対話を阻害しているのではないか。海外の状況も踏まえ、業績予想開示の

                                                   
29 東京証券取引所「業績予想開示に関する実務上の取扱いの見直し方針について」（平成 23 年

12 月 28 日）及び「業績予想開示に関する実務上の取扱いについて【2012 年 4 月 5 日一部追

記版】」 
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必要性やあり方を廃止も含めて検討すべき。 
④ アナリストがカバーしていないような企業の情報として、業績予想開示

は一定の役割を果たしているため、一律の廃止は難しいのではないか。 
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＜業績予想開示に関する実務上の取扱いの見直し方針 
（東京証券取引所 平成 23 年 12 月 28 日）＞ 

 

１．上場会社を取り巻く環境変化に対応した柔軟な業績予想開示の実現を

図る観点から、投資者ニーズを踏まえつつ、上場会社の実情に応じた多

様な将来予測情報の開示を行うことができるような取扱いを整備 

✓  売上高、利益等に係る業績予想を開示する場合にも、そうでない

場合にも柔軟に対応できる、上場会社にとって自由度の高い決算

短信の様式を実現 

２．売上高、利益等に係る業績予想開示を実質的に強制するものと理解さ

れている可能性のある以下の現行の実務を廃止 

✓  業績予想を行わない場合又は独自の形式で行う場合の東京証券

取引所への事前相談 
✓  上記の場合に限定した「理由」の開示 

３．安易な開示の後退の防止やフェアディスクロージャーの観点から、見

直しの趣旨については、関係者に十分な周知等を実施 

✓ 非現実的な前提や不合理な手法によって算出された数値の開示

等、不合理な業績予想の開示に伴うリスクについて、上場会社に

周知 
✓  株主、投資者その他の情報利用者に対して、見直し方針の公表と

あわせて以下の事項を周知（報道機関等に周知への協力を依頼） 

 業績予想は、合理的に仮定された条件に基づいて算出された

ものであり、その達成を約束する趣旨のもの（経営者による

コミットメント）ではないこと 
 業績予想は、その後の適切な修正を通じて、事業年度終了後

に決算発表が行われるまでの間の期中におけるダイナミッ

クな業績情報の適時開示の実現を意図したものであり、業績

の進捗に応じた修正が当然に予定されている 
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 図表 3-13：業績予想開示に関する実務上の見直し後の状況  

調査対象会社 
2,372 社 

見直し後の開示状況 
（2014 年 3 月期） 

うち、見直し前か

ら独自開示を行っ

ていた会社* 
＜開示期間＞ 
「２Ｑ＋通期」以外の期間の数値を

開示している会社 

335 社  
（14.1%） 

49 社  
 

＜開示項目＞ 
「売上・利益（営業・経常・当期）・

ＥＰＳ」以外を開示している会社 
（一部項目のみ 又は、項目を追加

している場合） 

77 社  
（3.2%） 

7 社  
 

＜開示方法＞ 
レンジによる開示を行っている会

社 

11 社  
（0.5%） 

2 社  
 

＜数値非開示＞ 
業績予想数値を開示していない会

社（予想数値の代わりに数値の根拠

等を開示している場合を含む） 

76 社  
（3.2%） 

33 社  
 

(*) 業績予想実務見直しの直前期は 2011 年 3 月期であるが、震災の影響があるた

め、2010 年 3 月期の決算短信を利用している。 
 
 
3.4.4 開示のタイミング（適時性）に関する論点 
 
41  本研究会においては、開示のタイミング、適時性について、特に速報性と

確報性のバランス、あるいは情報の信頼性や内容・範囲とのバランスをどの

ように考えるべきかという点が議論された。 
42  そのような観点から、相対的に即時性・速報性が重視される決算発表と確

報性が重視される法定開示のタイミングについて、それぞれ検討を行った。 
 
イ．情報の内容に応じて異なる適時性 
 
43  本研究会では、開示のタイミングについては、その内容に応じて適時性（主

として即時性に重きが置かれる）が強く求められるものと、必ずしもそうで

はないものがあるとして、以下のような問題提起があった。 

① 前述の区分（「3.3.3 企業情報開示の内容・範囲（Coverage）」）におけ



 

44 
 

る「ⅱ）一定期間における成果や財政状態等に関する情報」や、「ⅰ）中

期的・継続的な企業情報」の中でも特に当期の業績に関係して経営者がリ

スクをどう認識し、そのための方策をどのように打ってきたかといった情

報は、適時性・即時性が大切。 
② 他方、「ⅰ）中期的・継続的な企業情報」のうち、会社の長期の経営方

針や中長期の経営計画等は、経営者はどのタイミングでも対話することが

でき、その意味で適時性はそれほど重要ではない。 
③ 関係会社の状況のような作成に相当程度手間のかかる情報は、長期的に

会社の方向性を理解するために重要だが、必ずしも適時性は求められない

のではないか。 
 

44  このように情報の内容に応じた適時性・非適時性を前提に、例えば公表の

タイミングを工夫することにより、開示の質を落とさずに対話を高めていく

工夫ができるのではないかとの指摘がなされた。 
45  その例として、以下のような時間軸の中で法定開示書類等が徐々に完成し

ていくという形を志向すべきではないかとの示唆が示された。 

① 「ⅲ）株主としての権利行使等のための情報」として、総会前の早期に

開示が求められるという意味で適時性の高い議案や取締役の選任等に係

る情報等は早期に開示。 
② 作成や監査に相応の期間がかかる「ⅱ）一定期間における成果や財政状

態等に関する情報」については、即時性と信頼性の確保のバランスを取り

ながら、極力早いタイミングで開示。 
③ その後、作成に時間がかかる、又は必ずしも即時での開示が求められな

い情報を適切なタイミングで開示。 

46  また、それぞれの開示項目の適時性に応じて、変わった部分だけ開示する

方法が示唆された。たとえば、年度開示でも内容が変わらない部分を毎年開

示させる意味はない。変化した部分こそが投資家にとって有用な情報であり、

現在の方法では情報が埋没するリスクもあるため見直すべきとの指摘であ

る。 
 
ロ．決算発表について 
 
47  我が国企業の年度決算短信による決算発表は、平均すれば、米国や欧州の

年度決算に関するアーニングリリースと比較して最も早いタイミングで行

われており（平均 40.5 日、図表 3-14 参照）、サンプル企業についてみると、
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特に欧州との比較では全ての規模の企業において早い時期に決算発表がな

されている。したがって、この点は、高く評価すべき水準にあるとの見方が

示された。 
 
 
 図表 3-14：各国における決算発表のタイミング  

 
※１ 対象企業は、日本：上場企業のうち３，１４４社、米国：ナスダック及びニューヨーク証券取引所上場企業のう

ち２，２６６社、英国：ロンドン証券取引所上場企業のうち１０１社、仏国：ユーロネクストパリ証券取引所上場企

業のうち１７７社、独国：フランクフルト証券取引所上場企業のうち２１１社。 
※２ 各社財務データより、以下の条件に基づき抽出。 

①単年で１Q から４Q まで連続してデータが存在する企業を採用、②時系列で無いデータがある企業は削除、③直

近会計期間終了日が決算報告日より１～３年先の場合あり。直近会計期間を１～３年機械的減じて調整。、④調整し
た直近会計期間終了日を第４四半期とし、そこから３ヶ月ずつ遡ることで第１～３四半期の終了日とした。⑤期ずれ
した企業を除外 

※３ ブルームバーグデータに基づき、経済産業省作成。 

 
 
48  その反面、日本企業の決算発表については、その内容だけでなく、タイミ

ングも一律（決算日から 40～49 日後に発表する企業が全体の約 64％、30～
39 日で発表する企業が約 25％で、あわせて 9 割近くなるのに対し、欧米で

は、決算発表のタイミングは企業により相当程度違いがある。図表 3-14 参

照。）であり、企業間の横並び意識から、各社ごとのあるべき開示に対する

意識が希薄ではないかとの問題意識も示された。 
49  したがって、本研究会での議論の焦点は、①決算発表の早期開示の要請、

② 開示内容の信頼性確保、具体的には公認会計士や会計監査人による決算

内容の確認をどの程度求めるのか、③決算発表の内容や範囲という 3 つの要
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素のバランスをどのように考えるのかという点であった。 
50  この点に関し、日本企業においては、決算発表（決算短信）を会社法上の

監査報告書前に行っている企業と後に行っている企業が 4割程度となってい

る30（金融商品取引法上の監査は後日）。他方、米国では、法定開示で求めら

れる外部監査はそもそも一つであり、そのタイミングは、サンプル企業につ

いてみると、日本の会社法に基づく監査に比べて遅く、ほとんどの企業でそ

の前に決算発表を行っている。英国やドイツ、フランスについても法定開示

で求められる外部監査は一つであり、特に本研究会でサンプルとして調査し

たドイツ企業の中には監査報告後に決算発表を行う企業が多い傾向が見ら

れる31。 
51  このような状況を背景として、本研究会では、以下のような指摘があった。 

① 決算短信について、東京証券取引所から開示の早期化と公認会計士又は

監査法人との緊密な連携の確保の双方の要請がなされている32。これは会

社から見れば非常に重い言葉であり、会社法監査が終わらないうちに決算

発表することについては抵抗感が極めて強い。 
② 速報性と信頼性の 2 つの要請がある中、速報性が重要であれば、決算短

信の内容は極めてシンプルなものとすべき。すなわち、後で細かい数値が

変わった程度では動かない程度の概括的な開示を標準とし、最低限何を開

示させるべきかという検討をすべき。また、サマリー情報のみを必須とし

た上で、業績予想やその他添付書類等は個々の上場会社の判断に委ねるこ

とも一案。 
③ 後述するように、年度開示を一体的に行う観点から、決算短信の情報を

総会の招集通知や対話に活用するため充実しようとすると、東京証券取引

所による早期開示の要請に対応できない問題が生じる。東京証券取引所ガ

イドラインでは決算後 30 日以内が望ましく、遅くとも 45 日以内、50 日

                                                   
30 出所については前掲注 19 参照。 
31 P26 図表 3-7、3-8 参照。更に詳細については、基礎資料編＜１．概要版＞P16・17（日本）、

P18・20～22（米国）、P31・34～36（英国）、P41・43～45（ドイツ）、P48・50～52（フラ

ンス）参照。 
32 開示の早期化に関する要請については、「決算短信・四半期決算短信の作成要領等（2015 年

1 月版）」において、決算短信の開示時期については「事業年度又は連結会計年度に係る決算

については、遅くとも決算期末後４５日以内に内容のとりまとめを行い、その開示を行うこと

が適当であり、決算期末後３０日以内（期末が月末である場合は、翌月内）の開示が、より望

ましい」との考え方が示されている。 
また、公認会計士又は監査法人との連携の確保に関する要請については、「決算の内容の早

期開示に向けて、決算に関する社内体制の整備及び充実並びに財務諸表監査を行う公認会計

士又は監査法人との緊密な連携の確保」することが規定されている。 
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を超える場合は理由と翌年以降の計画を開示することとなっている33が、

このような規定は見直すべき。 
 
ハ．会社法・金融商品取引法に基づく年度開示について 
 
52  特に確報性や信頼性が重視される法定開示のタイミングについては、監査

期間や監査報告書との関係、有価証券報告書の情報の株主総会前開示等が主

な検討事項となった。 
 
【監査期間と監査報告書のタイミング】 
53  年度開示に関連して、会社法と金融商品取引法で２つの監査報告書が求め

られていることについては、大きく以下の 2 つの問題が提起されている。 

① 2 つの監査報告の時期がずれることによる問題 
② その中でも会社法上の監査報告書のタイミングが早いことによる問題 

 
54  前者（上記①）については、前述（「3.4.3 3 つの制度開示（会社法、金融

商品取引法、取引所規則）の併存に関する論点 ハ．二つの監査が併存する

ことに伴う問題」）したように、企業負担や後発事象等の問題が生じている。 
55  後者（上記②）については、会社法上の監査報告書の提出が決算期末から

40 日前後（図表 3-1、3-2 参照）という、諸外国と比べても早いタイミング

で行われている（図表 3-12 参照）。そのため、監査の質の確保・向上の面で

の懸念として以下のような問題提起がなされた。 

① 会社法監査の早期化は、企業や公認会計士・監査法人の現場における努

力の結果であり、評価されるべきだが、現場における時間的制約は極めて

厳しく、限界に近い。信頼性のある情報を作成するためには、適時性の観

点からは劣るものの、一定の期間の確保が必要であり、少なくともこれ以

上の会社法の計算書類等の作成や監査報告書の早期化は現実的ではない。 
② 特に不正リスクへの対応等、近年監査の質の向上や十分な期間確保が求

められる中、実務上、金融商品取引法監査と会社法監査が合わせて行われ

る中で、現在の会社法監査のスケジュールは非常に厳しい。 
③ 後述するように株主総会の招集通知を株主総会前にできるだけ早く発

送することが求められる中、現在の株主総会のスケジュールが制約となっ

ている。（詳細は後述「4.4 株主総会プロセスにおける議決権行使や対話

環境」「4.5 株主総会の日程設定のあり方」参照。） 
                                                   
33 上記注 32 前段参照。 
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【有価証券報告書の有用性】 
56  金融商品取引法に基づき作成される有価証券報告書は、投資家・アナリス

ト等が企業を理解する上で有用な開示書類であり、利用者にとっては、監査

によって裏付けられている重要な投資情報となっている。また、IR 資料の作

成や個人投資家向けのレポート等の作成のベースとなるのも有価証券報告

書であるとの評価が示された。 
 
【有価証券報告書の情報の株主総会前の開示】 
57  金融商品取引法上、有価証券報告書を株主総会前に提出することの制約は

ない34。その一方で、現時点では、ほとんどの企業において有価証券報告書

は株主総会の開催日以降に提出されている35。この点に関し、本研究会にお

いては、有価証券報告書の情報を株主総会前に開示することの有用性や課題

として以下のような問題提起がなされた。 

① 投資家から見れば、有価証券報告書は、詳細度や鮮度という点で事業報

告・計算書類等よりすぐれているほか、有価証券報告書のみに記載される

情報（事業等のリスク等の経営戦略的な記載等）もある。株主総会の前に

こうした情報が株主に提供されると、より有効に対話や議決権行使ができ

るのではないか。 
② 企業側から見れば、有価証券報告書の内容自体は、株主総会の開催日前

に準備を終えている企業もあるが、現行の株主総会の招集通知の発送のタ

イミングに合わせる形での早期作成は実務上困難。また、現行スケジュー

ルを前提にすると、株主総会の準備や期末決算に伴う実務が集中する中、

有価証券報告書の提出まで手が回らない。 
③ 株主総会前の厳しいスケジュールの中で、多くの企業に投資している投

資家が膨大な有価証券報告書を読み込むことは難しく、むしろ事後的な分

析に使う投資家がいるということではないか。仮に有価証券報告書の情報

の中で総会前に出すことが有益な情報があれば、その部分だけを出すこと

が企業の実務を考えても現実的ではないか。 

                                                   
34 2009 年 12 月 11 日、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正

する内閣府令」（平成 21 年内閣府令第 73 号）において、有価証券報告書等の定時株主総会前

の提出を可能とするため、有価証券報告書の添付書類に、①定時株主総会において承認を受け

た、又は報告した計算書類·事業報告書に加えて、②定時株主総会において承認を受け、又は

報告しようとする計算書類·事業報告書が追加されている。 
35 2014 年において、有価証券報告書を株主総会前に提出している上場企業の数は 10 社。（月

刊監査役第 638 号別冊付録・役員等の構成の変化などに関する第 15 回インターネット・アン

ケート集計結果において回答した上場企業 1,678 社中）。 
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④ 有価証券報告書を総会前に開示するためには、現在の株主総会日の後ろ

倒しも含め、総会スケジュールを見直すことが必要。 
 
3.4.5 望ましい年度開示のあり方について 
 
イ．検討の視点や方向性 
 
58  年度開示に関する上記の検討を踏まえ、望ましいあり方を考える際の全般

的な方向性として、以下のような視点が示された。 

１）3 つの制度開示について、それぞれの目的を踏まえつつ、欧米における情

報開示を参考にして、企業が一体的、統合的な開示を行えるよう開示内容

や方法を見直すべき。開示間の重複や微妙な違いを共通化するなど開示の

効率性、合理性を高めることで、現在そこに費やしている時間や人材等の

エネルギーをより質の高い開示、投資家との意味ある対話に投入すること

が必要。 
２）特に「ⅰ）中期的・継続的な企業情報」を中心に、長期的視点の投資家等

にとって有用な情報の充実、より効果的な開示を行うことにより、質の高

い対話に役立つものとすべき。その際、任意開示も含め、企業が投資家と

の対話を通じて開示の質を高めていく観点から、企業が自ら判断して開示

を行うことができるよう自由度を高めることも重要。 
３）上記の観点から、より有用な情報を充実するとともに、相対的に役割が低

くなったものを減らしていくという開示の重点化、スクラップ・アンド・

ビルドを行うことが、作成者の負担、利用者にとっての有用性の観点から

重要。 
４）開示のタイミングについては、求められる即時性と信頼性のバランスを踏

まえ、最低限必要な内容とそれ以上に企業の裁量で開示する部分を検討す

べき。内容面で統合的、一体的な開示を目指す上では、短期的には開示（特

に金融商品取引法と会社法開示）の時期のずれを極力短縮しつつ、それ（タ

イミングの違い）も前提とした検討を行うべき。 
 
ロ．一体的な情報開示の実現に向けた提案等 
 
59  前述のように、総論としては、年度決算短信や事業報告・計算書類等、有

価証券報告書の３つの情報を一体的にとらえ、それぞれのタイミングが同一

でもずれていても相互に活用・参照可能なものとして、各開示情報を整理し、

合理化・効率化を行うことが重要ではないか、との認識が得られた。なお、
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その際、アニュアルレポート等の任意開示との関係についても考慮する必要

があるとの提案もあった。 
60  そのための方策として、本研究会ではいくつかの具体的な提案や示唆が示

された。それら提案等は、大きく分けて以下のようにまとめられる。 
 
１）速報性が求められる決算短信と確報性が求められる法定開示とに分け、後

者（会社法および金融商品取引法）について、開示情報を一体化するとと

もに監査の一元化を行う。 

 ・欧米等では、決算発表をプレスリリース等（適時開示）の形で早めに発

表し、監査を伴う法定開示は一元化され、後のタイミングで開示されて

いる。それとの比較でグローバル投資家から見ると確報的な法定開示が

アニュアルレポートという形で一体になっていることが有用。 
 ・諸外国で同一の年度決算に対する法定監査が二つ存在する国はなく、我

が国におけるこのような二つの法定監査のタイミングが異なることに

伴い、国際的に理解されにくい後発事象の処理等固有の問題をもたらし

ている。 
 ・この際にそれぞれの制度で求められている事項について、相互参照する

方式を活用することも一案。 
 
２）決算短信で作成・開示する情報を法定開示で引用または活用できるように

する。 

・日本企業の実務としては、決算短信（決算発表）と会社法の監査報告書

の日付が近く、多くの企業で決算短信（決算）と事業報告・計算書類（招

集通知）の承認を同一の取締役会等、同じタイミングに行っている。 
 ・ 多くの企業の決算短信において、会社法上必要な情報（招集通知関係

資料）は既に開示されている。（招集通知発送までには印刷等の期間が

必要） 
 
３）決算関連情報や株主総会の議決権行使に必要な情報等、部分的でも統合で

きるものを同じタイミングで作成・開示。それ以外の情報は、それぞれの

制度で要請される適時性を踏まえて別途開示。 

 ・企業の実務において、（特に監査が必要な）財務諸表等は、基礎となる

共通の決算関連データを整理して監査を行いながら、決算短信、計算書

類、有価証券報告書等のタイミングごとに順次作成している。 
 ・一方、有価証券報告書は詳細の注記や財務諸表以外の情報も多いため、
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現行スケジュールを前提とすると、招集通知発送のタイミングで全ての

情報を整備し、事業報告・計算書類と一緒に開示することは困難。 
 ・投資家（株主を含む）にとって有価証券報告書の情報のうち、株主総会

前に開示・提供されることが有用な情報が存在。一方、投資家が総会前

に全ての有価証券報告書の情報を読み込むことは難しく、より深い分析

に使う部分等は、早く開示する必要性は薄い。 
 
４）金融商品取引法は連結、会社法は単体のみを求める（それぞれ任意では開

示可）など連結情報と単体情報の役割を明確化 

・一般的に投資家にとって重要なのは連結情報であり、単体情報を見るこ

とはなく、原則として連結のみの開示で十分。 
・会社法上、単体情報を必要とする利益処分等の情報が存在。一方、投資

家からは、連結ベースでの配当可能利益を求められるため、この点（分

配可能利益の考え方）も見直すべきとの意見もあった。 
 
61  これらの統合、一体化に関連する横断的な論点として、以下のような意見、

示唆もあった。 

① それぞれの制度開示における項目間の用語や定義、開示の範囲等の重複

排除や違いの共通化等の見直しを行うべき。 
② 財務諸表の注記について包括的に必要性を検討し、一つにしていくとわ

かりやすい。その上で単体開示を含め注記を最小限にする検討をすること

も有益。 
③ 法定開示と任意開示（アニュアルレポート等）との関連付けを意識して、

それぞれを検討すべき。法定開示資料は対話には使われにくいため、たと

えば、有価証券報告書等の記載事項を対話を意識したものとする一方、ア

ニュアルレポートの財務情報として統合することも一案。 
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ハ．一体的な情報開示のイメージ 
 
62  本研究会では、上記の提案等で示された要素を踏まえ、3 つの制度開示が

あることを前提として、以下のような概念的なパターン（図表 3-11 参照）

をまとめ、あるべき姿についての検討を行った。 
 
 
 
 図表 3-11：開示資料の相互活用等のイメージ  
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１）イメージ１＝組込み型（Module型） 
：１つの書類で開示された情報内容を、そのまま別の書類に組込み又は参照。 

    ・ 書類としてはそれぞれ開示。 
    ・ 一方の開示書類を他方の開示書類の中で取り込み、活用する。 
    ・ 一方の開示情報は、他方の開示情報に包含される。 
    ・ 開示の時期は、同時、異なる時期でも可。 
２）イメージ２＝調和・溶け込み型（Merge型） 
：一つの書類で開示された情報内容を、別の書類の開示内容として活用し易

くする。 

 ・ 書類としてはそれぞれ開示。 
 ・ 同一項目については、一方の書類の開示情報をそのまま他方の書類

に記載する（開示項目は異なることもあり得る）。 
 ・ 開示の時期は同時、異なる時期でも可。 

 
３）イメージ３＝統合型（Integration型） 
：書類を一体化し同一タイミングで開示。 

・ １つの開示書類を、それぞれの要求事項を満たす形で作成。 
     （一方で要請される開示項目の明示が必要となる場合には、リファ

レンス表を添付することも一案。） 
・ 開示は、当該開示書類の開示時となる。 

 
 
63  これらの概念図では、それぞれの開示全体がひとまとまりとなっているが、

前述のように、たとえば、有価証券報告書の情報のうち、株主総会における

議決権行使のために有効な情報を切り出して計算書類・事業報告等とあわせ

て株主に提供することなども考えられる。 
64  また、有価証券報告書又はその中の情報を（計算書類・事業報告とともに）

株主総会前に開示することになると、情報量や監査事項等が増えるため、電

子化の更なる活用や株主総会日を変更する必要があるとの指摘もあった。 
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3.5 四半期における企業情報開示のあり方について 

 
3.5.1 四半期開示の制度と実務 

 
イ．日本 
 
【制度概要】 
01  我が国の上場企業には、金融商品取引法に基づく四半期報告書と証券取引

所の上場規程に基づく四半期決算短信、２つの四半期開示が要請されている。 
02  開示のタイミングについては、四半期報告書は原則として、各四半期終了

後 45 日以内に提出しなければならない（金融商品取引法第 24 条の 4 の 7）。
四半期決算短信については、四半期決算の内容が定まった場合は、所定の「四

半期決算短信（サマリー情報）」により、直ちにその内容を開示しなければ

ならない（有価証券上場規程第 404 条）。 
03  内容面では、四半期報告書においては主要な経営指標等の推移や事業等の

リスク、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー状況の分析、四半期連

結財務諸表等について開示が要請されており、四半期決算短信でも同様の項

目の開示が（必須又は任意で）要請されている（図表 3-12 参照）。 
 
【実務】 
04  上場企業は、平均すると、四半期決算日後１ヶ月程度のタイミングで四半

期決算短信（上場規程）による決算発表（平均 34 日）と四半期報告書（金

融商品取引法）の EDINET での開示（平均 41 日）を行っており、両者の開

示タイミングのずれは、6 日程度となっている（図表 3-12 参照）。 
05  なお、四半期開示のタイミングの分布について詳細にみると、四半期決算

短信については、四半期決算後 1 ヶ月（30～31 日）後と 1 ヶ月＋1 週間程度

（38～39 日）後に開示する企業が多く、四半期報告書については、1 ヶ月＋

1 週間程度（39 日）後と 42～45 日後に開示する企業が多い。また、四半期

決算短信と四半期報告書を同日に開示する企業も相応に存在する（353 社、

図表 3-13 参照）。 
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 図表 3-12：我が国の上場企業における四半期開示（時期・内容）  

 
 
 
 図表 3-13：四半期決算短信と四半期報告書の開示日比較 
（平成 27 年 3 月期第 1 四半期） 
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ロ．米国における制度概要と実務36 
 

06  日本と同様、上場企業等は、「1934 年証券取引所法」に基づき、四半期報

告書（Form 10-Q）をSECに提出しなければならない。また、タイムリーデ

ィスクロージャーの観点から、株式の売買に重要な影響を与えることが合理

的に想定されるニュース又は情報37について、速やかに公表すべきことが取

引所規則38により要請されている。なお、開示項目及び様式について、取引

所規則による詳細な定めはなく、各企業の裁量に任せられている。 
07  大規模な企業の中には、早期にアーニングリリースを行う企業も存在する

が、全般的にはアーニングリリースと四半期報告書（Form 10-Q）の開示タ

イミングは近い傾向がある。 
 
ハ．EUにおける制度概要と実務39 

 
08  EUでは「透明性指令」により、規制市場（Regulated market）40で株式

の取引が認められる企業についてのみ、「期中経営報告（ Interim 
Management Statement）」の開示が要請されている。 

09  期中経営報告の内容としては、上期と下期の 2 回、発生した重要な事象及

び取引並びにそれらの影響についての説明、財政状態及び業績の全般的説明

が求められているが、実務的には期中ハイライトや見通し（Outlook）等、

日本や米国の四半期報告に比して相当に簡便な内容となっている（概ね 5 ペ

ージ程度）。 
10  なお、同報告義務は、多くの中小企業にとって著しい負担である一方投資

家保護目的としては必要ないこと、短期的業績志向指向を促進し長期的投資

を妨げることを背景に、2015 年 11 月までに廃止されることとなっている。 

                                                   
36 基礎資料編＜１．概要版＞P72～79「米国における制度と実務」参照。 
37 速やかに公表すべき情報の例として、年次及び四半期損益、配当の発表、合併、買収、公開

買付、株式分割、主要なマネジメントの変更、その他異常又は臨時で重要な項目、及び主要な

新製品に関するニュース、落札、拡大計画及び新発見といった項目が示されている（Listed 
company manual 202.05、202.06）。 

38 ニューヨーク証券取引所においては、「NYSE Listed company manual」。 
39 基礎資料編＜１．概要版＞P81～85「英国における制度と実務」、P86～89「ドイツにおける

制度と実務」、P90～93「フランスにおける制度と実務」参照。 
40 EU では、域内に効率的で透明な統合された単一の証券市場を実現するというコンセプトに

基づき、投資者保護、情報開示及び業者・市場規制その他の幅広い分野でルールの共通化が進

められており、「規制市場」はそうしたルールが適用される市場を指す。英国では「Main 
market」、ドイツでは「Prime Standard」、「General Standard」、フランスでは「Euronext 
Paris」がこれに該当する（平成 23 年 11 月 10 日企業会計審議会総会・企画調整部会合同会

議「参考資料Ⅰ」より）。 



 

57 
 

3.5.2 ２つの四半期開示に係る課題等 
 
11  我が国の四半期開示制度、すなわち、四半期報告書と四半期決算短信のあ

り方について、上記のような諸外国の状況も踏まえた議論が行われた。 
12  本研究会においては、２つの四半期開示書類のタイミング、内容、求めら

れる信頼性（レビューの要否）の程度、任意化の適否について、企業（作成

者）と利用者（投資家）双方の立場から、様々な課題が指摘された。 
13  まず、２つの四半期開示書類の開示タイミングと内容については、現状、

平均６日のずれの中で、ほぼ同じ内容の情報を開示することに追加的な便益

は乏しいとの問題認識が共有された。 
14  そのうえで、利用者にとってのわかりやすさと開示実務の効率化の観点か

ら、両者の一本化を図るべきとの意見が多く示された。具体的な対応として

は、情報の信頼性を担保する観点から、（１）四半期報告書をベースとする

（四半期決算短信は任意化）、あるいは、（２）四半期決算短信の内容を四半

期報告書のサマリー情報としつつ、開示日を可能な限り近づけるなどの考え

方が提案された。 
15  また、一本化された四半期情報として必要とされる開示内容や、求められ

る信頼性（レビューの要否）の程度については、企業・投資家双方の費用対

効果を踏まえつつ、更なる検討が必要であるとの指摘がなされた。 
 
3.5.3 短期志向化に係る課題等 
 
16  さらに、四半期情報そのものの意義・有用性についても議論が及んだ。現

行の四半期開示が投資家・アナリスト等の短期志向を招いている面があり、

中長期視点での対話を促進する観点からは、第１・第３四半期の開示義務を

廃止し、ビジネスモデルや経営戦略・課題等に焦点を当てるべきとの指摘が

あった。 
17  また、四半期情報に対するニーズは、業種・セクターあるいは市場区分等

によって異なることから、投資家との対話の中で、企業自らが有用性を判断

し、四半期開示の要否や内容を決定すべきではないかとの意見もあった。 
18  この点、EU 域内の規制市場では、期中経営報告（Interim Management 

Statement）の開示が義務付けられていたが、2015 年 11 月以降廃止が決定

されている。その背景としては、多くの中小企業にとって著しい負担である

一方、投資家保護目的としては必要ないこと、短期的業績志向を促進し長期

的投資を妨げることが挙げられている。 
19  その一方で、中長期的な方向性の進捗状況を確認するために四半期業績を
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把握することは有用であり、インサイダー情報に関するリスクの観点からも

必要ではないかとの指摘がなされた。 
20  四半期開示義務の是非については、企業・投資家双方の費用対効果、市場

関係者に及ぼす影響といった多面的な観点から、海外動向も踏まえつつ、引

き続きの検討が必要との意見が示された。 
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４．株主総会プロセスのあり方について 

 

 

4.1 対話の一環としての株主総会プロセス 

 
01  本研究会では、株主総会を企業と投資家の対話の一環として捉え、その現

状や課題、望ましいあり方を検討した。検討に当たっては、招集通知の発送

から株主総会開催日までの過程だけではなく、株主総会前の議案検討や株主

との対話も視野に入れた議論が行われた。 
02  企業において取締役の選任等を決議する株主総会プロセスは、企業、投資

家双方にとって重要なものとして認識されている。特に投資家側からは、投

資先企業の状況を把握し、建設的な対話をする上で重要な場であり、株主の

意向をどのように反映できるかに関心があるとの意見が示された。 
03  その一方で、株主総会は対話の場とはなっていないとの見方も存在する。

過去には「株主総会はなるべく時間内に終わらせることが重要」という考え

のもと対話を重視しない運営が行われていたとの指摘もなされた。また、一

般的に機関投資家は総会への出席を重視していないとの意見もある。 
04  こうした現状認識に対し、株主総会を対話の場として重要でないと認識し

てしまうとその運営がますます形式主義に陥る、むしろ今後の株主総会プロ

セスを「対話する」方向で再定義し、それに関わる人々の意識と行動を変え

ていくべきではないかとの問題意識が示された。 
05  本研究会では、このような問題意識を出発点として、株主総会プロセスを

企業と株主の意味ある対話を行う場としていく観点から検討を行った。 
 
 

4.2 株主総会の位置づけ（概念論）～株主総会の 2つの側面～ 

 
01  それでは株主総会とはどのような場なのか。 
02  株主総会には 2 つの側面があり、これらを分けて検討するべきとの考えが

示された。すなわち、株主が決議によって意思決定を行う機関としての側面

と、その意思決定を、会議を開き討議を通じて行うという会議体としての側

面である。 
03  これら 2 つの側面に着目して、本研究会では以下のような問題提起がなさ
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れた。 

① 意思決定機関としての株主総会の機能は、（取締役等他の機関との関係

で）どのようなものか。あるいはどうあるべきか。 
② 会議体としての株主総会は、実際上、どのような位置づけ、意義がある

と認識されているのか。あるいはどうあるべきか。 
 
【意思決定機関としての株主総会とコーポレートガバナンス論】 

04  我が国の会社法上、会社に関する全ての意思決定は本来株主（株主総会）

がすべきとの前提に立ち、取締役会はそのうち業務執行事項に関する一部を

委譲される形となっている。これに対し、米国やドイツでは、そもそも取締

役（会）が業務執行事項に関して固有の決定権限を持っているとの位置づけ

であり、日本とは異なる。 
05  株主総会の権限に関する議論については後述する（「4.10 株主総会の決議

事項のあり方」参照）が、大きな論点として、株主総会の権限と表裏の関係

にある取締役（会）の権限をどのように位置づけるのかということがある。 
06  この点に関し、日本におけるコーポレートガバナンスをめぐって、取締役

会の監督機能（スーパーバイザリー・ボードとしての機能）を強化する方向

での議論が行われており、株主総会との役割分担をあらためて検討する契機

ではないかとの指摘がなされた。 
 
【「会議」での意思決定というフィクション性】 

07  株主総会の 2 つの側面に関する考え方、制度や実務は国によって異なる。

本研究会では、日本の株主総会制度が、諸外国と比べて、より「会議」に着

目した制度設計や株主保護を図ってきたとの指摘があった。 
08  その一方で、以下のような現実を踏まえ、株主が「会議」に参加して意思

決定を行うという建付け、特に株主数が多い上場企業ではその「フィクショ

ン」性が高まることをどう理解すべきかという問題提起がなされた。 

① 株主が多い上場会社では、全ての株主が株主総会に物理的に出席するこ

とは現実的でないこと41 
② 議決権の多くは（総会に必ずしも出席しない）機関投資家等が握ってお

り42、株主総会の決議は事前に決していること 
                                                   
41 全国株懇連合会「株主総会等に関する実態調査集計表」（平成 26 年 10 月）において回答の

あった上場企業 1,679 社のうち、株主数が 1 万人を超える企業が約 33％、うち 5 万人を超え

る企業は約 8％。他方、当日株主総会に出席した株主の議決権のある総株主数に対する比率は、

約 3％未満となっている企業が約 72％（1％未満となっている企業は約 28％）。 
42  議決権を有する株主のうち個人株主比率が 4 割以下（それ以外の株主比率が 6 割超）の企業
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09  こうした現実は各国共通の事象であり、企業の活動と株主構成がグローバ

ル化する中、より顕著になっている。企業と投資家の対話の場としての株主

総会のあり方を考える上では、制度としての建前を超えて、なぜ会議を開か

なければならないのかも含め、現実的な意義を再検証すべきとの指摘がなさ

れた。 
 
10  本研究会においては、以上のような株主総会の 2 つの側面とそれぞれに関

連する問題意識を念頭に置きつつ、実務における株主総会の位置づけを検証

した。 
 
 

4.3 株主総会の位置づけ（実務） 

 
01  それでは、実務の観点からは株主総会プロセスはどのように見られている

のか。 
02  本研究会では、企業と投資家等から見た株主総会は、大きく 2 つの意義を

持つプロセス、すなわち「決めるためのプロセス（決議の場）」及び「対話

のためのプロセス」として位置付けられるとの指摘がされた。これらは相互

に関連しており、厳密に分けられるものではないが、どちらに重点を置くか

によって、株主総会に対する意識や行動、課題認識に違いが出てくると考え

られる。 
 
4.3.1 決めるプロセス（決議の場）としての株主総会 
 
【企業側の視点】 
03  上場企業にとって、株主総会は決議の場であり、まず法律で決められた手

続や開示を最低限きちんと行うことが求められる場である。そのために相当

な労力をかけて準備を行う重要なイベントであると認識されている。 
04  こうした事前の準備に関しては、信託銀行等から株主総会の進め方に関す

るリハーサルや質疑応答の練習、アドバイス等が行われているとの実務も紹

介された43。信託銀行からは、一般的に新任された経営者においては、会社

法とは何か、株主総会とは何か、株主総会運営はどのように行うかなどから

                                                                                                                                                     
は、約 7 割（商事法務「株主総会白書 2014 年版」（2014 年 12 月 1 日臨時増刊号））。 

43 企業におけるリハーサルの内容や想定問答の準備の状況等については、基礎資料編＜２．詳

細版＞P56「（７）株主総会当日に向けた準備等（我が国の状況）」参照。 
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学ぶ状況にあり、株主とどのようにコミュニケーションするかという段階ま

で議論が至っていないのではないかとの指摘が示された。 
05  その一方で、大規模な上場企業の場合、事前の議決権行使の割合が高まっ

ており、決めるプロセスとしての株主総会という意味では、総会当日よりも

事前の機関投資家等との対話が重要になっているのではないかとの認識が

示された。 
 
【機関投資家等による議決権行使】 
06  株主総会へ付議される事項について、機関投資家は、議決権行使を株主総

会前に行っており、株主総会当日に出席することはほとんどない。このため、

議決権行使の結果は、ほとんどの場合で事前に判明している。 
07  なお、国内外の機関投資家の議決権行使に際しては、様々な主体（すなわ

ち、①資金の所有者・拠出者としての個人・アセットオーナー、②資金運用

の受託者としてのアセットマネージャー、③運用商品の売買、配当、一時金

の支払いなどを行う資産管理機関等）が関与している（国内の機関投資家が

議決権行使する場合については図表 4-1、海外の機関投資家が議決権行使す

る場合については図表 4-2 参照）。 
 

  



 

63 
 

 図表 4-1：議決権行使の流れ（国内） 

 
 
 図表 4-2：議決権行使の流れ（海外→国内） 

 
※ 上記図表 4-1、4-2 とも経済産業省作成。 



 

64 
 

08  関連して、機関投資家等における一般的な議決権行使プロセスの例として

以下のような流れが紹介された。全般的に、機関投資家は、非常に限られた

期間（実質 3 日等）で議案を検討し、株主総会前に議決権行使を済ませてい

る。 

① 株主名簿管理人から招集通知・議決権行使書面が常任代理人（資産管理

信託等）に送付される。 
② 常任代理人（資産管理信託等）は、投資一任業者に招集通知等を郵送（遅

くとも株主総会の 8 営業日前まで）。 
③ 資産管理信託は、株主総会の 5 営業日前までに投資一任業者から議決権

行使内容について指図を受け、集計し常任代理人に郵送。 
④ 海外投資家についても基本的には同様のプロセスであるが、資産管理機

関としての「グローバルカストディアン」と「サブカストディアン（常

任代理人）」が契約を結んでいる。 

09  諸外国においても、事前に議決権行使結果が判明している点や機関投資家

の株主総会への出席の傾向は同様である。 
 
【個人株主による議決権行使】 

10  機関投資家等による議決権行使だけではなく、個人株主による議決権行使

についても言及がなされた。機関投資家等による議決権行使の割合は比較的

高いが、個人株主については相対的に議決権行使比率が低い。こうした実情

を踏まえつつ、その原因や改善のための方策も含め、検討すべきとの指摘が

あった。 
 
4.3.2 対話のプロセスとしての株主総会 
 
11  本研究会においては、株主総会を対話のためのプロセスとして捉える視点

として、大きく分けて機関投資家等との事前対話と総会当日における株主と

の対話の側面が議論され、以下のような指摘がされた。 
 
【機関投資家等との事前対話】 

12  上述のとおり、機関投資家にとっては、株主総会の当日は必ずしも対話の

場ではなく、むしろ年間を通じた平時のコミュニケーションが重要であり、

その積み重ねが株主総会における議決権行使にもつながるとの指摘があっ

た。 
13  このような観点から、特に株主総会前のプロセスにおいて、企業は株主総
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会における議案も含め、機関投資家への説明・意見聴取（IR）を様々な形で

実施している。 
14 また、現状、株主総会における議案がほとんどの上場会社で可決されてい

ることを念頭に置けば、事前に企業と株主が対話を行い、議案を作成する際

に結果を反映させることが重要であり、株主からの意見を得ることで会社に

緊張感が生まれるのではないかとの指摘があった。 
15  このような観点からの対話は、前述の「決めるプロセス」としての総会に

おける機関投資家等の議案検討、議決権行使の質を高めるためのものとも言

える。 
 
【株主総会当日における株主との対話】 

16  これに対し、株主総会の当日の対話の意義についても議論が行われた。現

状、株主総会の出席者のほとんどは個人投資家であり、企業は、株主総会当

日は個人投資家に主眼を置いた対応を行っているとの指摘があった。 
17  このような企業は、個人株主が参加しやすい土日開催44やわかりやすいプ

レゼンテーションの作成45、株主総会と合わせた説明会の実施等、個人株主

に配慮した取り組みを行っているとの報告があった。 
18  個人投資家は、機関投資家のように企業と直接対話する機会が他にないこ

と、経営者の振る舞いや姿勢等の非言語情報を得られることなどから、株主

総会での対話の機会を重要視しているとの指摘があった。また、このような

観点から、株主総会に参加しやすい日時設定（夕方、土日等）、株主総会や

決算説明会の動画掲載等を求める声が紹介された。 
19  また、機関投資家についても、議決権を事前に行使した上で株主総会に参

加する場合や海外投資家が来日する機会に参加を望む声もあるとの指摘も

あり、株主総会当日は個人株主が主眼ではあるが、あらゆる投資家が参加す

る可能性があるとの前提で考えるべきとの意見も示された。 
 
4.3.3 企業規模に応じた運用ルールのあり方 
 
20  株主総会の各側面のうちどれを重視するのか、たとえば事前プロセスと株

主総会当日の比重や望ましい形は企業規模によって異なってくる。特に、株

主数が多い、機関投資家比率が高いといった大規模な企業では、株主総会当

日よりも事前のプロセス（事前の対話、議決権行使）の重要性が高いとの見
                                                   
44 株主総会を土日に開催した企業は、40 社／2,358 社（後述図表 4-3 参照）。 
45 動画やパワーポイントの活用等、株主総会のビジュアル化に取り組んでいる企業は、約 8 割

にのぼる（全国株懇連合会「株主総会等に関する実態調査集計表」（平成 26 年 10 月）におけ

る回答企業 1,679 社のうち）。 
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解が示された。 
21  したがって、株主総会プロセスの運用ルールについても、上場企業という

形で一括り、あるいは一律に適用せず、株主数やその構成等に応じ、極めて

大規模な企業から中小規模の企業まで、異なる形での適用等が検討されるべ

きとの指摘がなされた。 
 
 

4.4 株主総会プロセスにおける議決権行使や対話環境 

 
01  以上のような株主総会の位置づけを踏まえ、現在のプロセスにおいて投資

家の議案検討や対話を行う環境はどうなっているのか。果たして質の高い判

断や対話を行えるものとなっているのか、課題は何かといった点について議

論が行われた。 
 
4.4.1 現状の実務と課題 
 
【議決権行使プロセスの現状実務と問題点】 

02  株主総会に至るプロセスにおいては、招集通知やその添付書類の作成、印

刷、発送を企業が行った後、信託銀行等を経て機関投資家の下に届くまでに

相応の期間が必要となる（先述「4.3.1 決めるプロセス（決議の場）として

の株主総会」参照）。その中で、日本企業の現状の実務では、決算日から 3
か月以内に株主総会が開催されている。 

03  前述（「4.3.1 決めるプロセス（決議の場）としての株主総会」）したよう

に、このようなスケジュールの下、機関投資家等が招集通知等を受け取って

から議決権行使を検討する期間、具体的には、機関投資家等が議案を精査・

検討し、議決権行使の指図を行うための期間は非常に短くなっている（実質

3 日等）。 
04  これに加え、日本企業の株主総会が 6 月下旬に集中している（6 月の最終

週に約 8 割の企業が開催。図表 4-3 参照。）こともあり、機関投資家等の議

案検討は、ガバナンス専門でないアナリストを動員するなど負荷を高めて行

われており、議決権行使の意思決定のための時間が十分にとれていない。経

営陣と深い議論をする余裕はなく、結果、株主総会プロセスが対話の場とな

っていないといった報告がなされた。 
05  特に海外投資家は、常に他国企業と比較して投資判断を行っている。日本

においては株主総会日が集中し、招集通知から総会日までの期間が短いこと
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から、限界的な状況で議決権行使をせざるを得ず、投資家との対話に熱心で

はないと評価されるのではないかとの懸念も示された。 
06  また、リスクベースの投資判断を行うグローバル投資家にとっては、限ら

れた時間に大量の企業の議決権行使判断をするために、リスクが高い投資先

に限って内容を検討するため、そのための十分な時間を確保することが重要

との指摘46もあった。 
07  企業側からも、①機関投資家等による事前の議決権行使が株主総会の開催

日直前（２～３日前）にならないと出てこないこと、②対話を行う相手方で

あるアセットマネージャーやアナリストと議決権行使を行う担当者・責任者

とが機関投資家内部で分かれている場合、日頃からの対話の内容が議決権行

使に反映されにくい面があることなどに対し、改善を望む意見が示された。 
 
 
 図表 4-3：定時株主総会の開催日 

 
 
 

※1 ２０１４年３月末日決算の東京証券取引所の全上場会社を対象。東京証券取引所データに基づき作成。 
※2 金融庁「コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議 第 3 回 資料３ 関連するデータ等」 

 
【十分な検討期間が確保できない問題と背景】 

08  諸外国と比較すると、日本の株主総会プロセスにおける議決権行使の検討

期間については、以下のような特徴がある（図表 4-4 参照）。 

① 決算日から招集通知を発送するまでの期間は諸外国と比べて短い。すな

わち、事実として招集通知を発送するタイミングは「早い」47。 
                                                   
46 ACGA（Asian Corporate Governance Association）「ACGA Response to METI Study 

Group on Japanese AGMs」（2014 年 12 月 12 日）。 
47 研究会において調査したサンプル企業 10 社（時価総額の大きい企業。定義については図表

3-8※４参照。）の平均をみると、日本は決算日から約 64 日で招集通知を発送しているのに対

して、米国は約 81 日、英国は約 78 日、ドイツは約 77 日、フランスは約 74 日で発送してい

る。詳細については基礎資料編＜２．詳細版＞P46「（３）招集通知の発送時期」、同 P48「④

開催日
6/22 6/23 6/24 6/25 6/26 6/27 6/28 6/29 6/30

合計
日 月 火 水 木 金 土 日 月

社数 4 33 251 294 424 918 6 1 5 2,358

比率 0.2% 1.4% 10.6% 12.5% 18.0% 38.9% 0.3% 0.0% 0.2% 100.0%

開催日
5/30 6/11 6/12 6/13 6/14 6/15 6/16 6/17 6/18 6/19 6/20 6/21

金 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

社数 2 2 12 21 4 2 2 29 50 72 203 23

比率 0.1% 0.1% 0.5% 0.9% 0.2% 0.1% 0.1% 1.2% 2.1% 3.1% 8.6% 1.0%

約 80％ 
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② 一方、決算日から株主総会の開催までのタイミングが諸外国に比べて早

いため、招集通知発送から株主総会開催日までの期間は、諸外国と比べ

て短い48。この状況を捉えて招集通知を発送するタイミングが「遅い」と

の認識がある。 
 
 
 図表 4-4：上場企業の年度開示制度等に関する国際比較（再掲）  

 
 
 

09  上記②については、投資家からの要望として、株主による実質的な議案検

討期間を確保するため、招集通知及び関係書類をできる限り早く送付、開示

してほしいとの意見がある。 
10 たとえば、生命保険協会の調査49においては、株主の議決権行使の充実のた

めに企業が取り組むべき項目として、招集通知の早期発送（早期開示）を挙

                                                                                                                                                     
まとめ」参照。 

48  研究会において調査したサンプル企業 10 社（時価総額の大きい企業。定義については図表

3-8※４参照。）の平均をみると、日本は株主総会から約 21 日前に招集通知を発送しているの

に対して、米国は約 43 日、英国は約 42 日、ドイツは約 45 日、フランスは約 49 日前に発送

している。詳細については基礎資料編＜２．詳細版＞P46「（３）招集通知の発送時期」、同

P48「④まとめ」参照。 
49 平成 26 年度生命保険協会調査「株式価値向上に向けた取り組みについて」。 
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げる回答が 6 割となっている（図表 4-5 参照）。また望ましい招集通知の到

着日としては、1 ヶ月前とする回答が最も多い（図表 4-6 参照）。 
 
 
 図表 4-5：議決権行使の充実のために企業が取り組むべき項目  

 

 
 
 図表 4-6：望ましい招集通知の到着日  

 
 
 
11  また、海外の投資家からは、招集通知等の情報提供について、内容が英語

であれば 28 日前に行われることが望ましく、英語がなければ翻訳のため更

に 1 週間かかるとの意見が寄せられた50。 
12  したがって、株主総会プロセスにおいて最も重要な議決権行使の検討期間

が十分確保できていないという課題、その背景として諸外国に比べて決算日

から短い期間内で株主総会を開催している実務（この点に係る各国の制度等

を含めた詳細については「4.5.1 株主総会の開催日に係る制度と実務」参照）

があることが確認された。 
 

                                                   
50 ACGA（Asian Corporate Governance Association）「ACGA Response to METI Study 

Group on Japanese AGMs」（2014 年 12 月 12 日）。 
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4.4.2 検討期間を確保するための方向性 
 
13  株主総会プロセスにおける議案の検討や対話を行うための十分な期間を

確保する観点から、本研究会では、特に以下の 2 つの方向性を検討した。 

① 期間を確保するための株主総会スケジュールの設定（下記 4.5～4.7） 
② 議決権行使プロセスを効率化するための招集通知関連書類や議決権行

使の電子化等の促進（下記 4.8） 
 
 

4.5 株主総会の日程設定のあり方 

 
01  株主総会開催日を含む関連日程の設定については、株主の議決権行使に係

る検討期間の確保、情報提供の充実、株主との建設的な対話の充実等、様々

な観点から問題提起が行われた。 
02  「コーポレートガバナンス・コードの基本的な考え方」においても、「上

場会社は、株主との建設的な対話の充実や、そのための正確な情報提供等の

観点を考慮し、株主総会開催日をはじめとする株主総会関連の日程の適切な

設定を行うべきである」とされている。 
03  以下では、本研究会でなされた議論のうち、企業と投資家の対話の質向上

の前提として、実質的な議案検討や事前対話のための期間の確保に関する現

状と課題、方策等を概観する。 
 
4.5.1 株主総会の開催日に係る制度と実務 
 

【制度概要51】 

04  我が国企業において、株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集

することが会社法上求められている（会社法第 296 条第 1 項）。このため、1
年を一事業年度とする企業は、毎年 1 回は定時株主総会を招集することにな

る。 
05  諸外国の状況についてみると、米国では、上場企業は、毎事業年度に定時

株主総会を開催しなければならない （NYSE マニュアル 302.00 項）とされ

ている。なお、州法（例えばデラウェア州一般会社法（The Delaware General 
Corporation Law））では、前回の株主総会の後から 13 ヶ月以内に株主総会

                                                   
51 詳細については、基礎資料編＜２．詳細版＞P38「（１）株主総会の開催日」参照。 
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が開催されない場合、株主又は取締役の申立により、裁判所が総会の開催を

命令することができる旨の定めが置かれている（Delaware General 
Corporation Law §211(c)）。 

06  他方、欧州では、英国・フランスでは決算日から 6 ヶ月以内（Companies 
Act 2006 336(1)、Code de Commerce L225-100）、ドイツでは決算日から 8
ヶ月以内（AktG §175(1)）に株主総会を開催するものと定められている（図

表 4-7 参照）。 
 
 
 図表 4-7：株主総会の開催日に係る規定  

 

 
 ※ あずさ監査法人調べ 

 
 
【実務の状況52】 

07  欧米では、サンプル企業についてみると、決算日から 4 ヶ月後から 5 ヶ月

後に定時株主総会を開催している。一方、我が国ではほぼすべての企業が決

算日から 3 ヶ月以内に定時株主総会を開催しており、開催タイミングが早い

（図表 4-8 参照）。 
 
 
 
 
                                                   
52 詳細については、基礎資料編＜２．詳細版＞P38「（１）株主総会の開催日」参照。 

日本 米国 加国

事業年度の終了後、一定の時期 前回の株主総会の後、13ヶ月以内
前回の株主総会の後、15ヶ月以内

かつ決算日から6ヶ月以内

（会社法第296条第1項）
（Delaware General Corporation Law

§211(c)）
（Canada Business corporation act 

133(1)(b)）

英国 独国 仏国

決算日から6ヶ月以内 決算日から8ヶ月以内 決算日から6ヶ月以内

（Companies Act 2006 336(1)） （Stock Corporation Act §175(1)） （Commercial Code L225-100）
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 図表 4-8：各国の定時株主総会開催日の決算日からの所要日数  

 日本 米国 カナダ 英国 ドイツ フランス 

大規模 10 社 85.0 日 124.4 日 120.4 日 119.4 日 122.1 日 122.7 日 

中規模 10 社 － 138.3 日 133.1 日 130.7 日 169.6 日 150.0 日 

小規模 10 社 － 144.1 日 140.0 日 161.2 日 162.2 日 154.0 日 

平均 

85.0 日 
(2.8 ヶ月) 

 
【85.7 日】 
（2.8 か月） 

135.6 日 
(4.5 ヶ月) 

131.1 日 
(4.4 ヶ月) 

137.1 日 
(4.6 ヶ月) 

151.3 日 
(5.0 ヶ月) 

142.2 日 
(4.7 ヶ月) 

※１ 表中の数字は、定時株主総会開催日の決算日からの所要日数を記載している。 
※２ 表中「日本」の点線の下の日数は、図表 4-3 における 2014 年 3 月末日決算の東京証券取引所・上場企業 2,358

社の平均値。 
※３ 大規模、中規模、小規模の定義については、図表 3-8※４参照。 
※４ あずさ監査法人調べ 

 
08  この点に関連して、アジア諸国における定時株主総会の開催状況について、

「年次株主総会の開催期限がタイトなのは、アジアでは日本と韓国だけであ

ることも特筆に値するだろう。ほかの国では、年次株主総会の開催に 4 ヶ月

（シンガポール、タイ）から 6 ヶ月（中国、香港、台湾）の幅がある」との

指摘も寄せられた53。 
 
4.5.2 株主総会の日程設定に関する論点 
 
09  以上のような事実を踏まえ、諸外国と比較して決算日から株主総会日まで

の期間が非常に短いという状況が、企業と投資家が対話の質を高めていく上

での制約となっているという認識が共有された。この点に関し、現在の状況

下で生じている問題として以下のようなことが提起された。 
 
【総会の議案検討の時間と質の確保】 

10  前述したとおり（「4.3.1 決めるプロセス（決議の場）としての株主総会」

「4.4.1 現状の実務と課題」参照）、現在の株主総会スケジュールにおいては、

株主が株主総会の議案を実質的に検討する期間が非常に短い（実質 3日等）。

これに加え、株主総会開催日が 6 月末に集中することで機関投資家等は短期

間に大量の議案に対応しなければならず、議案の精査を行い、議決権行使の

                                                   
53 ACGA（Asian Corporate Governance Association）「ACGA Response to METI Study Group 

on Japanese AGMs」（2014 年 12 月 12 日）。 
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質を高める上での妨げとなっている。これは、企業側にとっても議案等への

正しい理解を得られるための時間が確保できないという問題でもあるとの

指摘がなされた。 
 
【情報開示の質への影響】 

11  現行のタイトな株主総会スケジュールは、特に年度の企業情報開示にも大

きな影響を与えている。 
12  前述のとおり（「3.4 年度の情報開示について」「4.4.1 現状の実務と課題」

参照）、諸外国においては、決算日から4～6ヶ月後に株主総会を行う前提で、

投資家にとって有用な情報が包括的にアニュアルレポート等として株主総

会前に開示されている。 
13  これに対し、多くの日本企業では、年度決算情報として最も包括的な有価

証券報告書が株主総会後に提出されており、その中で総会での議案検討にも

有用な情報が活用できないという問題が指摘されている。 
 
【監査の質への影響】 

14  現行の株主総会スケジュールを前提とした会社法上の監査を巡る問題も

提起された。日本の会社法の監査報告書は、諸外国と比較して早いタイミン

グで作成、報告されている（図表 4-9 参照）。この背景として、企業は株主

総会の少なくとも２週間前に招集通知や計算書類・事業報告を株主に送付す

る必要があり、早いタイミングでの総会日から逆算して決算承認、外部監査

報告、内部監査等を行わなければならないことがある。 
15  さらに、（前述した）不正リスク対応も含む監査の質向上や招集通知の早

期発送が求められる中、諸外国と比べて短い監査期間をさらに短縮は困難か

つ適切ではないとの指摘があった。 
16  これとともに、会社法と金融商品取引法の監査時期のずれがもたらす問題

についても株主総会スケジュールと関連しているとの指摘があった。 
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 図表 4-9：各国の監査報告書日等の決算日からの所要日数（再掲）  
 

 決算日 決算発表日 年次報告書に係る 
監査報告書日 年次報告書 

日本・平均 3/31 (約 37 日) 会社法 
(約 43 日) 

金商法 
(約 86 日) 

会社法 
(約 64 日) 

金商法 
(約 87 日) 

米国・平均 12/31 (約 33 日) (約 51 日) (約 52 日) 

カナダ・平均 12/31 (約 37 日) (約 45 日) (約 72 日) 

英国・平均 12/31 (約 44 日) (約 54 日) (約 67 日) 

ドイツ・平均 12/31 (約 55 日) (約 53 日) (約 65 日) 

フランス・平均 12/31 (約 47 日) (約 69 日) (約 80 日) 
※１ 図表 3-8※４における時価総額の大きい企業 10 社のスケジュールの平均値。 
※２ 表中の決算日以外の数字は、決算日からの所要日数を記載している。 
※３ あずさ監査法人調べ 

 
 
【その他の考慮要素】 

17  その他の論点として、株主総会関係資料の電子化を進め、米国のように電

子情報による提供・開示を原則とする方向になる場合でも、紙での送付を希

望する株主への書類を送付する期間を確保することが必要となるとの指摘

もあった。 
 
【株主総会の日程確保の必要性】 

18  以上の点を踏まえ、本研究会では、企業と投資家の対話や情報開示、議案

検討の質を高めていく観点から、決算日、招集通知から株主総会日までの期

間を十分に確保することが必要との共通見解が得られた。 
19  確保すべき期間については、全般的には情報開示や電子化の進展、国際的

な状況も踏まえて検討すべきとの見解が示された。具体的には、機関投資家

の検討期間の集中という観点からは 1週間でも株主総会開催日が後ろ倒しに

なれば有益との意見や諸外国と同程度の期間を確保する観点からは 7～8 月

ぐらいに株主総会を開催することが負担軽減や他の影響からも望ましいと

いった意見が示された。 
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4.5.3 決算日から株主総会までの期間を確保する方法 
 
【日本企業の株主総会が 6月下旬に集中する原因】 

20  本研究会では、日本企業の株主総会（2014 年 3 月末日決算の東京証券取

引所に上場している企業は 2,358 社54）が 6 月下旬に集中している背景を以

下のように整理した。 

① 会社法上、企業が（議決権行使を行う株主の）基準日を定めた場合、そ

の 3 ヶ月以内に株主総会を開催しなければならない55。 
② 現在の実務では、その基準日を決算日と一致させている。その上で上記

①の期限近くに株主総会日を設定している結果、株主総会が 6 月下旬に

集中している（先述「4.4.1 現状の実務と課題」参照）。 
③ 現行の会社法上、決算日から 3 ヶ月以内に株主総会を開催しなければな

らないという規制はない。また、決算日を基準日として設定することも

法の要請ではない56。 

21  株主総会の集中という現象が、投資家の議案検討の負荷を高めている面は

あるが、これは多くの企業の上記のような行動による結果論であり、集中そ

のものをなくすというよりも、それぞれの企業や投資家が十分な検討、対話

期間を確保する方策を検討することが重要との認識が示された。 
 
【決算日から株主総会までの期間を確保する方法】 

22  議案検討や対話の質を高める観点から、決算日（あるいは招集通知等の発

送、開示）から株主総会の開催日までの期間を欧米諸国と遜色ない程度まで

確保するためには、基準日を決算日以降とした上で総会開催日を適切な日に

設定する方法がある。 
23  上述のとおり、これは現行制度の下で定款変更を行うことで可能であり、

それぞれの企業の判断で実施できる選択肢である。具体的な基準日設定の考

え方については、後述（「4.6 株主総会の議決権の基準日設定の考え方」で詳

述）するが、具体的には以下のような考え方となる。 

                                                   
54 前述図表 4-3 参照。なお、全国株懇連合会「株主総会等に関する実態調査集計表」（平成 26
年 10 月）においても、調査に回答した上場企業 1,679 社のうち約 8 割にあたる 1,357 社が 3
月決算。 

55 後述「4.6.1 議決権の基準日」参照。 
56 「利益の配当は必ず決算期現在の株主に対してしなければならないのではなく、また、定時

総会の議決権を行使することができる者は決算期現在の株主でなければならないものではな

いから、決算期から定時総会までの期間は 3 ヶ月以内とする必要はない。」（稲葉威雄ほか編

『実務相談株式会社法 4 巻』（平成 4、商事法務研究会）422 頁[味村治]） 
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（考え方） 
基準日を決算日以降の日に定め、その 3 ヶ月以内に株主総会を開催。 

例えば、4 月末に基準日を設定した場合は 7 月末まで、5 月末に基準日

を設定した場合は 8 月末までに株主総会を開催すればよい57。 

24  株主総会までの十分な期間を確保するため方法として、この他、現行の「基

準日から 3 ヶ月以内」との期限を例えば 4 ヶ月に伸ばしてはどうかとの意見

があった。また、欧州各国においては、株主総会の開催期限が、基準日との

関連ではなく、決算日からの期間（たとえば英仏では決算日から 6 ヶ月、独

では 8 ヶ月以内に開催）で規定されており、その期間の中で実際はおおむね

4～5 ヶ月後に開催している例も示された（先述「4.5.1 株主総会の開催日に

係る制度と実務」参照）。 
 
【株主総会を 6月以降とする場合の実務面での論点】 

25  本研究会では、株主総会を6月以降とする場合の時期のあり方については、

各企業における取締役会の人事等との関係も考慮されるだろうとの指摘が

なされた。 
26  また、一般的に決算日から 3 ヶ月以内（会計監査人設置会社等の特例）と

される法人税申告との関係についても検討が行われた。この点については、

法人税法は、内国法人に対して決算期から 3 ヶ月以内に「確定した決算」に

基づく申告を義務づけている（法人税法 74 条 1 項・75 条の 2）。しかし、上

場会社は会計監査人設置会社であるところ、会計監査人設置会社は、定款の

定めにより、会計監査人の無限定適正意見があることなどの一定の要件のも

とに、取締役会の決議によって計算書類を確定することが可能であるため

（会社法 439 条・会社計算規則 163 条）、事実上は、法人税法の規制も定時

株主総会の開催日程に対する制約にはならない、との見解が示された58。 
                                                   
57 詳細については、後述「4.6.4 議決権の基準日と株主総会日設定の考え方」参照。 
58 この点に関連して、公認会計士や監査法人の無限定適正意見が得られないか、または監査役

監査報告において会計監査報告が相当でない旨の意見（個別意見を含む）が付されたため、取

締役会限りで計算書類の確定をすることができず、定時株主総会で計算書類の承認を受けなけ

ればならなくなった場合（会社計算規則 163 条参照）の取扱いについても議論があった。こ

の場合については、法人税法 75 条の 2 第 1 項による「やむを得ない事情があると認められる

場合」として、確定申告書の提出期限の延長が認められるかが問題となるが、上場会社等は、

コーポレートガバナンス・コードの適用により、株主との対話促進のための株主総会関連の日

程の適切な設定が要請されており、基準日を決算日以降の日に設定することによる株主総会時

期の見直しを行った場合、その株主総会時期が株主との対話促進の観点から相当な時期と認め

られるときは、法人税法上の税務申告期限を延長できる特別の事情に該当するものと考えられ

る。なお、このような株主総会時期の見直しに伴う税務申告期限の延長に関する取扱いについ

ては、経済産業省と国税当局との間で上記の方向で調整を行っており、今後、国税当局におい

て整理される見込みである。 
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4.6 株主総会の議決権の基準日設定の考え方  

 
4.6.1 議決権の基準日 

 
01  株主総会の議決権の基準日とは、株主総会において議決権を行使できる株

主を特定するためのもので、株主総会に「出席」する株主が誰であるかを確

定させる点に意義がある。 
02  すなわち、会社法において、基準日の制度が定められており、企業は、一

定の日（基準日）を定めて、基準日において株主名簿に記載・記録されてい

る株主（基準日株主）をその権利を行使する者と定めることができる（会社

法第 124 条第 1 項）。また、その権利の内容は基準日から 3 ヶ月以内に行使

するものに限定されている（同条第 2 項）。こうした規定に基づき、企業は

定時株主総会への議決権行使をできる株主を、基準日制度により、株主総会

開催前 3 ヶ月以内の一定の日における株主とすることができる。 
03  なお、ここでの「出席」とは、単に株主総会の会場に居合わせるという意

味ではなく、株主総会前日までの議決権行使や代理人を通じた議決権の行使

を含む概念である59。 
 
◆ 会社法（平成十七年七月二十六日法律第八十六号） 

（基準日）  
第百二十四条  株式会社は、一定の日（以下この章において「基準日」と

いう。）を定めて、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されて

いる株主（以下この条において「基準日株主」という。）をその権利を行

使することができる者と定めることができる。  
２  基準日を定める場合には、株式会社は、基準日株主が行使することが

できる権利（基準日から三箇月以内に行使するものに限る。）の内容を定

めなければならない。 
３ ～ ５ 略。 

 
 
04  実務上、企業は、定時株主総会の議決権基準日を3月末決算会社であれば、

毎年 3 月 31 日とする旨の定款の定めをおいている 。サンプル企業について

も、全ての会社で決算日と議決権行使基準日が一致している。 

                                                   
59 会社法第 309 条（株主総会の決議）、第 310 条（議決権の代理行使）、第 311 条（書面によ

る議決権行使）、第 312 条（電磁的方法による議決権行使）参照。なお、後述「4.9 機関投資

家（実質株主）等による株主総会出席」も参照。 
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4.6.2 国際比較 
 
05  このように、日本の現行制度・実務では、株主総会に「出席」できる（議

決権行使を行える）株主は、株主総会の開催日の約 3 ヶ月前の株主というこ

とになるが、この期間は諸外国に比べて制度面でも実務面でも長い。また、

日本の企業においては、一律に決算日＝議決権行使の基準日としているが、

こうした基準日の画一的な設定は、諸外国においてはみられない。 
06  以下、こうした点について、諸外国の状況を概観する。 
 
【制度概要 60】 

07  米国やカナダにおいても議決権行使基準日の制度があり、当該基準日時点

の株主が株主総会において議決権を行使する。米国では議決権行使に係る基

準日を、株主総会前 10 日以上 60 日以内に（Delaware General Corporation 
Law §213(a)）、カナダでは株主総会前 21 日以上 60 日以内に（CBCA 
134(1)(d)、CBCR, 2001 43(2)）設定することが求められている。 

08  欧州においても、株主総会において議決権を行使する株主を特定するため

の基準日が存在するが、英国では株主総会の開催日前 48 時間以内（The 
Uncertificated Securities Regulations 2001 41(1)）、ドイツでは無記名株式

については 21 日前（AktG §123(2)(3)））、フランスでは 3 営業日前（Code 
de Commerce R225-85）と、日本や米国及びカナダと比べてその基準日と株

主総会開催までの期間は短くなっている。 
 

  

                                                   
60 詳細については、基礎資料編＜２．詳細版＞P42「（２）株主総会における議決権行使や配当

等の基準日」参照。 
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 図表 4-10：議決権行使の基準日等に係る規定  

 
※1 株主総会に参加するためには、株主総会開催日の 6 日前（株主総会日を含まない。定款により縮減可能）までに会社に対し

て登録（名簿に記載されていること）が必要な模様。 

※2 記名株式の株主については明文はないが、実務上、6 日前（株主総会日を含まない。定款により縮減可能）までの株主に限
定している模様。 

※3 株主総会に参加するためには、株主総会開催日の3営業日前までに会社に対して登録（名簿に記載されていること）が必要

な模様。 
※4 あずさ監査法人調べ 

 
 
【実務 61】 

09  米国やカナダにおける実務の状況をみると、サンプル企業 30 社では、議

決権行使の基準日は決算日と同一ではなく、各企業の株主総会開催日から平

均 56 日前（米国）または平均 45 日前（カナダ）に設定されており、企業ご

とに基準日が異なる状況となっている。 
10  また、欧州についても、サンプル企業 30 社では、議決権行使の基準日は

決算日と同一ではなく、各企業の株主総会開催日から平均 2 日前（英国）、

平均 9 日前（ドイツ)及び平均 4 日前（フランス）に設定（休日を含む日数)
されており、企業ごとに基準日が異なる状況となっている。 

 
4.6.3 現行の慣行の評価と問題点 
 
11  諸外国の状況と比較した場合の現在の日本の基準日の実務については、決

算日から株主総会の開催日までの期間が①3 ヶ月しかないという側面と、②3

                                                   
61 詳細については、基礎資料編＜２．詳細版＞P42「（２）株主総会における議決権行使や配当

等の基準日」参照。 

日本 米国 加国

株主総会の開催日前
3ヶ月以内で

企業が設定した日

株主総会の開催日前
10日以上60日以内で

企業が設定した日

株主総会の開催日前
21日以上60日以内で

企業が設定した日

（会社法第124条第1項）
（Delaware General Corporation Law

§213(a)）

（Canada Business corporation act 
134(1)(d)、Canada Business 

Corporations Regulations, 2001  
43(2)）

英国 独国※１ 仏国※３

株主総会の開催日から
48時間以内で企業が設定した日

＜無記名株式＞
株主総会の開催日の21日前

＜記名株式＞
株主総会の開催日の6日前※２

株主総会の開催日の3営業日前

（The Uncertificated Securities 
Regulations 2001 41(1)） （Stock Corporation Act §123(2)(3)） （Commercial Code R225-85）
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ヶ月もあるという側面の 2 つからそれぞれ以下のような問題が指摘された。 

１）決算日から株主総会日までの期間が 3 ヶ月しかない 
決算と監査に要する期間を考えると、株主総会の招集通知から株主総会

の開催日前の期間（招集期間）が 2～3 週間程度になる。書面の送付等に

かかる期間も考えると、議案の精査、検討に十分な時間をとることができ

ない。この問題については前述参照（「4.3.1 決めるプロセス（決議の場）

としての株主総会」、「4.4.1 現状の実務と課題」）。 
２）基準日から株主総会日までの期間が 3 ヶ月もある 

 株主総会日においてすでに株主でない者が議決権を行使する一方、株主

である者が議決権を行使できない場合が増える。株主総会の意思決定が現

在の株主の利益に反するおそれがある。 

12  この点に関し、海外投資家からも「（日本では）議決権行使の 3 ヶ月前ま

でに株主登録をすることとなっているが、これは長すぎるため、議決権を有

する投資家層を適切に反映できない。この期間を短縮し、年次株主総会の最

大 3 週間前とすることを提案する」との意見が寄せられた62。 
13  このような問題があることで、株主の権利の尊重や十分な対話を行うとい

う観点から、現在の基準日設定の実務は他国と比べて制約的とみられるおそ

れがあるのではないかとの指摘があった。また、我が国の株主総会において

付議される事項の内容や個人株主の比率が高いことなど、株主総会プロセス

に係る我が国の実情も踏まえた議論を行うべきとの意見もあった。 
14  本研究会においては、基準日設定の基本的な考え方として、株主総会で議

決権行使する株主は、株主総会日にできるだけ近い時点の株主であることが

望ましいとの見解が共有された。 
 
4.6.4 議決権の基準日と株主総会日設定の考え方 
 
15  以上のような問題に対応し、株主の議案検討や企業との対話の期間を確保

するための、具体的な基準日及び総会日の設定方法を検討するため、諸外国

の例を参照して以下の 2 つの考え方が提示された。 

① 米国型： 株主総会の開催日から 2 ヶ月前を基準日に設定。3 月決算の会

社の場合、たとえば、5 月末を議決権の基準日とし、7 月中に株主

総会を開催する。 

                                                   
62 ACGA（Asian Corporate Governance Association）「ACGA Response to METI Study 

Group on Japanese AGMs」（2014 年 12 月 12 日）。 
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これにより、招集期間を 1 ヶ月以上とると同時に､基準日と総会

日の間隔を 2 ヶ月以内とすることが可能となる。 
② 英国型： 3 月決算の会社の場合、たとえば、招集通知を発送する株主を

特定するための日を 5 月末日とし、別途、総会日の直前（英国の場

合、48 時間前）を議決権の基準日とする。 
基準日株主と総会日の株主との乖離を最小限にできるメリット

があるが、実務上の工夫で実現可能か精査が必要。 
 
16  なお、本研究会においては、全ての上場企業が自らの会社の実情に応じた

選択により、情報の質と株主の検討期間を確保できる株主総会スケジュール

を組むことが重要であり、具体的な基準日の設定については、各企業が検討

するということではないか、との見解も共有された。 
17  この点に関連して、例えば、1 週間検討期間が延びれば、現状全く検討時

間が無い状態が改善されるのでそれだけでも助かるといった海外投資家の

声や、株主の検討期間の確保や株主総会の開催日の分散という点から、1 週

間でも遅らせることができれば改善につながるとの指摘等もあった。 
 
 

4.7 配当の基準日  

 

4.7.1 配当の基準日の制度と実務  

 

【我が国の現行制度と実務慣行 63】 

01  企業は剰余金の配当に対する請求権の基準日を定めることができる（先述

の議決権行使の基準日と同様。会社法第 124 条）。日本の上場会社の実務に

おいては、決算日を定時配当（定時株主総会又は取締役会64で決議される剰

余金の配当）の基準日としている。 
02  議決権の基準日と同様、現行会社法上、定時配当の基準日を決算日にそろ

える必然性はないことが確認された65。 

                                                   
63 基礎資料編＜２．詳細版＞P42「①我が国の制度概要と実務」、P44「株主総会における議決

権行使や配当の基準日の設定等についてのまとめ」参照。 
64 ①会計監査人設置会社であること、②取締役の任期が一年を超えないこと、③監査役会設置

会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会設置会社であること、の 3 つの要件を満たす会

社は、剰余金の配当に関する事項（会社法第 454 条第 1,4 項）を取締役会が決定できる旨を、

定款で定めることができる（会社法第 459 条第 1 項） 
65 「4.5.3 決算日から株主総会までの期間を確保する方法」及びその注も参照。 
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【諸外国の制度と実務 66】 

03  一方、諸外国においては、我が国のように、①配当を行う旨の決議をする

機関の決議前に配当の基準日が定められている（決議前の時点の株主に配当

を支払う）、②しかも決算日と同日に設定されているという実務は見られな

い。 
04  米国の配当基準日については、配当を決める取締役会決議より先立つ日を

設定してはならず、かつ配当支払日の 60 日以内の日と定められている

（Delaware General Corporation Law §213(c)）。カナダの配当基準日につ

いては、配当支払日の 60 日以内で企業が設定した日と定められている

（CBCA 134(1)(a)、CBCR, 2001 43(2)）。こうした規定の下、実務では、サ

ンプル企業をみると、配当決定機関である取締役会の決議後に配当の基準日

が設定されており、各企業によって日付は異なり、また、決算日とも異なっ

ている。 
05  欧州についても、フランスにおいては、サンプル企業をみると、株主総会

後に配当の基準日が定められているほか、ドイツにおいても、株主総会当日

の株主に配当を支払う旨の決議が株主総会においてなされており、いずれも

当該日付は決算日と異なり、また企業ごとに異なる点が確認された。 
 
【信託銀行等の配当関連実務】 

06  本研究会においては、株主名簿管理人としての信託銀行等の業務として、

税金計算等の準備のために 1 ヶ月ほどかかっていることが報告された。 
 
【現行実務の評価と問題点】 

07  日本の現行の実務においては、株主総会日から約 3 ヶ月前（決算日時点）

の株主に定時配当の権利が与えられており、かつその株主が（他の総会議案

とともに）配当議案について議決権を行使できる。この点について、配当落

ち（予測配当額に基づく権利落ちの価格での株式売買）や配当決議に係るイ

ンセンティブの歪み（他人の財布から引き出すお金を決めさせている）とい

った問題点が指摘された。 
 
 

                                                   
66 基礎資料編＜２．詳細版＞P43「②米国・カナダの制度概要と実務」、P44「③欧州の制度概

要と実務」、P44「株主総会における議決権行使や配当の基準日の設定等についてのまとめ」

参照。 
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4.7.2 配当基準日の設定 
  

08  本研究会では、上記の問題提起を踏まえ、決算日以外に配当の基準日を設

定する方法として、前述した議決権の基準日とも関連して（特に議決権の基

準日を決算日以外にする場合）、以下のような考え方が示された。なお、こ

れらの基準日設定を行った場合でも、配当効力発生日を適切に設定67するこ

とで、前述した配当関連の実務に必要な期間を確保することも可能との見解

が示された。 

  ① （決算日以外の日に設定した）議決権の基準日と同じ日とする案 
この案の利点と課題として、①基準日を二つ設定する必要がないため、

事務負担の増加が限定的である一方、配当決議に係るインセンティブの

歪みの問題はなお存在することが指摘された。 

  ② 株主総会の開催日以後に基準日を設定する案 
この案の利点と課題として、配当決議に係るインセンティブの歪みの

問題は解消する一方、基準日を二つ設定することによる事務負担や費用

が増加する可能性が指摘された。 
 
09  また、配当の基準日が現在よりも後になることやそれにより支払日が変わ

り得ることについて、投資家によって影響や関心は異なるのではないかとの

指摘があった。一般論として、長期投資家としては影響が少ないのではない

かといった意見も示された。 
 
 
 

                                                   
67 現行の会社法のもとでは、定時株主総会（またはそれに代わる取締役会）で剰余金の配当を

決議したら直ちに配当を払わなければならないわけではなく､「配当の効力を生ずる日」を決

議によって定めることができる（会社法 454 条 1 項 3 号。下記参照）。 

（剰余金の配当に関する事項の決定）  
第四百五十四条  株式会社は、前条の規定による剰余金の配当をしようとするときは、その

都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。  
一  配当財産の種類（当該株式会社の株式等を除く。）及び帳簿価額の総額  
二  株主に対する配当財産の割当てに関する事項  
三  当該剰余金の配当がその効力を生ずる日 

 ２～５ 略。 
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4.8 招集通知関係書類の電子化等の促進による株主総会プロセス効

率化 

 
01  前述したような限られた期間の中で、投資家による実質的な議案検討期間

を少しでも確保するためには、招集通知関係書類を紙で作成、印刷、発送し、

議決権行使を行う現状の実務について電子化を促進することで効率化する

ことが必要である。 
02  また、電子化による情報提供、開示は、業務の効率化とともに、開示情報

の充実につながる面も指摘された。 
03  本研究会においては、電子化の促進の方向性として、以下の 3 つの視点か

ら検討が行われた。 

① 招集通知情報の早期（発送前）Web 開示の活用 
② 招集通知関係書類の電子化の促進 
③ 議決権行使の電子化の促進 

 
4.8.1 招集通知等の情報の早期（発送前）Web開示の活用 

 
04  本研究会では、投資家が招集通知関連書類の情報を紙で送付される前に入

手するための方法として、発送前の早い段階の自社ウェブサイト等での開示

を促進することが有用との見解が示された。たとえば、株主総会招集に係る

取締役会決議の直後に、Web 開示を行うことで、総会の１ヶ月以上前に開示

することが可能ではないかとの示唆があった。 
05  これに関連して、「コーポレートガバナンス・コードの基本的な考え方」

においても、補充原則１－２②として、以下のような内容が盛り込まれてい

る点が確認された。 

「 上場会社は、株主が総会議案の十分な検討期間を確保することができるよ

う、招集通知に記載する情報の正確性を担保しつつその早期発送に努めるべ

きであり、また、招集通知に記載する情報は、株主総会の招集に係る取締役

会決議から招集通知を発送するまでの間に、TDnet や自社のウェブサイト

により電子的に公表すべきである。」 

06  本研究会においては、企業の実務において、株主への正式な書面を送付す

る前に広く（株主以外も含め）開示をすることの是非や記載内容の変更があ

った場合のリスク等について懸念を示す意見が示された。一方で、既に実施

している企業において、株主からの苦情等はなく、特段の問題は生じていな
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いとの見解も示された。 
07  こうした論点を整理し、実務上の懸念を解消する上で、何らかの法的解釈

やガイダンスが示されることも有用ではないかとの指摘もあった。 
08  特に、発送前 Web 開示を行った後、株主発送時点までの間に誤りが発生

した場合の修正対応については、発送前 Web 開示は法定の開示ではなく任

意の開示であり、任意の開示についてどのように訂正するかということにつ

いては、特段法律において規制していないため、現状のいわゆる法定の Web
修正時の取扱いに準じ、速やかに自社ホームページにおいて修正を行う対応

で問題が生ずることは考えにくいとの見解が示された。 
09  さらに、このような懸念等が解消された場合、発送前の Web 開示によっ

て招集通知やその添付書類の記載情報が紙で送付されるよりも早く開示さ

れるという利点があるものの、現行法上紙での送付は行う必要があることか

ら、実際に必要な費用・期間は変わらないなどの問題は引き続き存在すると

の指摘もなされた。 
 
4.8.2 招集通知関係書類の電子化 
 
【招集通知関係書類の電子化に関する制度】 

10  我が国では、招集通知やその添付書類の電子化が認められる制度として、

株主の事前の同意を前提とする電磁的方法による提供の制度68とWeb開示に

よるみなし提供の制度69とが存在している。なお、平成 27 年 5 月施行の法

務省令改正でWeb開示によるみなし提供が可能な範囲が拡大されることと

なっている（結果として、どの範囲の事項がみなし提供可能となっているか

については、次頁図表 4-11 参照）。 
11  一方、株主からの個別の事前同意が求められる電子化については、現状で

各個人株主が同意するインセンティブがあまりなく、利用が進んでいない。

これを高める方法を検討すべきではないかとの指摘があった。 
                                                   
68 取締役会設置会社における株主に対する招集通知(参考情報を含む)の発送は、書面によって

行われるのが原則(会社法第 299 条第 2 項第 2 号)であるが、電磁的方法での提供に同意した株

主に対しては、電磁的方法により通知を発することができる(会社法第 299 条第 3 項、会社法

第 301 条)。電磁的方法による通知としては、電子メールによる情報の送付、インターネット

によるウェブサイトの閲覧又は磁気ディスク等のファイルへの情報を記録させたものの交付

によることが認められる  (会社法第 2 条第 34 号、会社法施行規則第 222 条)。 
69 「事業報告、個別注記表および連結計算書類など、株主総会の招集通知とともに株主に

提供すべき資料に表示すべき事項の一部について、インターネットのホームページに掲

載するとともに、当該ホームページのアドレス等を株主に通知すれば、当該事項に係る

情報が株主に提供されたものとみなすこととして、物理的な書面等による提供を省略す

ることを認める」制度（別冊商事法務 300「立法担当者による新会社法関係法務省令の解

説」（平成 18 年 11 月 11 日））。 
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 図表 4-11：Web 開示によるみなし提供が可能な事項の範囲  
（下記★印は Web 開示によるみなし提供ができない部分） 

 
 
12  諸外国をみると、我が国同様、招集通知本体は紙での郵送が原則であるが

（図表 4-12 参照）、我が国の計算書類・事業報告等に該当する参考資料につ

いては、電子化が進められており、米国、ドイツ、フランスにおいては、株

主の事前の同意がなくても電子的提供が制度上可能となっている（図表 4-13
参照）。 

13  すなわち、米国では事前の株主の同意なしで招集通知関係書類を Web 上

に掲載し、その URL を招集通知本体の送付の際に合わせて記載して提供す

【企業の概況・現況等に関する事項】 【役員・コポガバ等に関する事項】

株式会社の会社役員に関する事項（会社法施行規則第121条）

主要な事業内容 ★ 会社役員の氏名

主要な営業所及び工場並びに使用人の状況 ★ 会社役員の地位及び担当

★ 事業の経過及びその成果 責任限定契約に関する事項

★ 資金調達、設備投資等についての状況（重要なものに限る。） ★ 取締役、会計参与、監査役又は執行役ごとの報酬等の総額

直前三事業年度の財産及び損益の状況 ★

★ 重要な親会社及び子会社の状況

★ 対処すべき課題 ★ 各会社役員の報酬等の額又は算定方法に係る決定に関する事項

主要な借入先及び借入額 辞任した会社役員又は解任された会社役員に関する事項

その他会社の現況に関する重要な事項 重要な兼業の状況

監査役又は監査委員の財務及び会計に関する相当程度の知見

常勤の監査等委員
＊1

又は監査委員
＊２

の選定の有無及びその理由

その他会社役員に関する重要な事項

社外役員を設けた株式会社の特則（会社法施行規則第124条）

他の法人等の業務執行者との重要な兼務に関する事項

他の法人等の社外役員等との重要な兼職に関する事項

会社又は会社の特定関係事業者の業務執行者との親族関係

各社外役員の主な活動状況

責任限定契約に関する事項

社外役員の報酬等の総額

【株式・新株予約権等に関する事項】

株式会社の株式に関する事項（会社法施行規則第122条）

上位10 名の株主の状況 親会社又は子会社等からの役員報酬等の総額

その他株式に関する重要な事項 記載内容についての社外役員の意見

★ 社外取締役を置くことが相当でない理由

その他新株予約権等に関する重要な事項

会計監査人の氏名又は名称

各会計監査人の報酬等の額

公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務（非監査業務）の内容

解任又は不再任の決定の方針

現在の業務停止処分に関する事項

*1　監査等委員会設置会社である場合。

*2　指名委員会等設置会社である場合。 責任限定契約に関する事項

企業集団全体での報酬等

辞任した又は解任された会計監査人に関する事項

連結計算書類 計算書類等

連結貸借対照表 ★ 貸借対照表

連結損益計算書 ★ 損益計算書

連結株主資本等変動計算書 株主資本等変動計算書

（連結注記表） （個別注記表）

事業報告

株式会社の状況に関する重要な事項
（会社法施行規則第118条第1号）

株式会社の新株予約権等に関する事項
（会社法施行規則第123条）

会計監査人設置会社における事業報告の内容
（会社法施行規則第126条）

計算書類等

会計監査人設置会社における事業報告の内容
（会社法施行規則第126条）

当該事業年度において受け、受ける見込みの額が明らかとなった会社役
員の報酬等

当該事業年度において受け、受ける見込みの額が明らかとなった社外役
員の報酬等

剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定めがあるときの権
限の行使に関する方針

業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容の概
要（会社法施行規則第118条第2号 ）

過去2年間の業務停止処分に関する事項のうち、会社が事業報告の内
容とすべきと判断した事項

株式会社の現況に関する事項（会社法施行規則第120条）

株式会社の支配に関する基本方針に関する事項
（会社法施行規則第118条第3号）

会社役員が有する新株予約権等のうち、職務執行の対価として交付され
たものに関する事項

事業年度中に使用人等に対して職務執行の対価として交付された新株
予約権等に関する事項
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れば足りる制度となっている（こうした制度の概要や制度の変遷については、

下記コラム参照）。また、ドイツやフランスについても、招集通知関係書類

の提供方法で公告を用いるため、我が国や米国とは制度が異なるものの、当

該公告制度の下で、Web 上に招集通知関係書類を掲載すれば足り、該当 URL
の株主への送付も不要となっている。 

 
 図表 4-12：招集通知（本体）の送付・提供方法  

 
※１ 電磁的方法での提供に同意した株主に対して、当該方法で提供することができる。 
※２ 電磁的方法もしくはウェブサイトでの提供に同意した株主に対して、当該方法で提供することができる。 

※３ 電磁的方法での提供について定款で定めた場合には、当該方法で提供することができる。 
※４ 規制市場において、株式が取引されることが認められている会社の場合。 
※５ 電磁的方法での提供に同意した株主に対して、当該方法で提供することができる。  ※６ あずさ監査法人調べ 

 

 図表 4-13：株主総会において株主に供する資料（参考情報）の送付・提供方法  

 
※１ 招集通知を電磁的方法で受信することに同意した株主に対して、電磁的方法で送付することができる。 
※２ 事業報告、計算書類、連結計算書類及び株主総会参考書類をウェブサイトで開示するには、その旨の定款規定が必要。 
   なお、ウェブサイトで開示できる項目は、法令で決められている（例：計算書類の場合、個別注記表）。 

※３ 上場企業で、取締役の選任に関して、経営者側の勧誘が行われる場合 
※４ 委任状説明書等の提供方法（ Notice & Access）は、下記コラム参照。。 
※５ 電磁的方法での提供に同意した株主に対して、当該方法で提供することができる。他方、証券取引法上、Notice & Access

制度 が採用されているが、会社法との適用関係は不明である。 
※６ 電磁的方法もしくはウェブサイトでの提供に同意した株主に対して、当該方法で提供することができる。 
※７ ウェブサイトで提供する場合、備置及び株主が要求する場合に送付する義務はない。  ※８ あずさ監査法人調べ 
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≪コラム：米国における株主に供する資料(参考情報)の提供方法の変遷≫ 
 
●委任状説明書等70の提供方法の変遷 

・1995 年：SEC による解釈通達により、委任状説明書等を電子的に交付するこ

とが可能となる。（但し、個々の株主による事前の同意が必要であっ

たため、普及するまでには至らず。） 

・2005 年：SEC は、委任状説明書等をウェブサイトにおいて開示し、その旨を

株主総会開催日前に株主に通知することにより、個々の株主の同意

を得ることは不要とする（Notice & Access）規則改正案を採択。 

・2007 年：SEC 規則を改正し、2009 年（一部の企業については 2008 年）よ

り制度導入。 
 
 ※ SEC では Notice＆Access を導入した理由として、環境の保護、資源の無

駄遣いをなくすこと、企業のコストを削減することを理由として挙げてい

る。 
 
●電子的提供の具体的方法 

・ Notice&Access の制度の下、上場会社等は具体的に以下の 2 つの方法か

ら選択する。  

  ① Notice Only Option： 
    株主総会の日時・場所等の記載と共に、委任状説明書にアクセス可能

なウェブサイトのアドレスを Notice に記載し、株主総会が開催される 40
日前までに株主に送付する。（株主が委任状説明書を書面または電子デー

タで要求する場合、速やかに送付する。） 

  ② Full Set Delivery Option：  
    株主総会の日時・場所等を記載した Notice と共に、委任状説明書を添

付して株主に送付する。同時にウェブサイトにも委任状説明書をアップ

ロードし、アクセス可能なウェブサイトのアドレスを Notice に記載する。 
 

（※ あずさ監査法人調べ） 

 

                                                   
70 上場会社等の株主総会に提出される議案内容を説明する書類。日本の招集通知、参考書類、

議決権行使書に該当。 
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【更なる電子化の可能性】 

14  本研究会においては、紙媒体で会社から株主に招集通知等を送付している

状況は、株主から情報にアクセスするというデジタル化に乗り切れていない

のではないかとの問題提起があった。その背景として、インターネット利用

者は 1 億人を突破し、50 代の利用率は 9 割以上、60 代でも 7 割以上となっ

ていること、インターネット株式取引口座数も増加していること、東京証券

取引所上場会社情報サービス等電子的な情報提供のインフラ整備や人々の

意識転換はかなり進んでいることなどから、電子化に向けた障壁は少なくな

っているのではないかとの指摘があった（図表 4-14 参照）。 
 
 図表 4-14：株取引におけるインターネット利用状況71  

 
 
 
15  また、会社が情報を投資家に紙媒体で送付する方式は、書面の他に情報提

供手段がなかった時の考え方を前提としており、考え方を変えれば電子化を

さらに進められるのではないかとの見解も示された。金融商品取引法や取引

所規則では、企業情報の開示手続きは全て電子的な方法によるものとされて

いるほか、会社法においても電子的な方法による公告を許容しており、株主

                                                   
71 株主総会のあり方検討分科会委員提出資料より。 
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総会手続きのみを紙ベースとしなければならない合理性は低いのではない

かとの問題提起もなされた。 
16  このような問題意識や諸外国の状況を踏まえて、我が国においてもさらに

みなし提供が可能な範囲を拡大すべき、特に米国型の同意を不要とする制

度72を目指した検討をすべきとの意見が示された。  
 
【電子情報を使いやすくする実務的工夫】 

17  この他、電子化を検討する上での視点の一つとして、他の電子的な開示情

報の統合や充実の観点からも重要との意見があった。また、招集通知関係資

料の電子ファイルをばらばらではなく、一個のファイルで掲載するなどの効

率的な利用を可能とするなどの実務的な工夫も投資家との対話を通じて検

討することが重要との指摘がなされた。更に、多くの会社の情報を一元的に

取得できるプラットフォーム（ポータルサイト）を整備し、そこにアクセス

して証券コードや企業名を入れれば、必要な情報が入手できるという形とな

れば、更に使いやすいとの意見もあった。 
 
4.8.3 電子化による議決権行使の効率化 
 
18  議決権行使の電子化は、機関投資家の検討期間を確保する観点から有用で

ある。現状、「議決権電子行使プラットフォーム（ICJ）」が存在するが、登

録企業は 495 社となっている73。 
19  投資家からは、当該プラットフォームを経由しない場合、議決権行使に際

して、管理信託銀行からエクセルシートが送付され、当該シートに指図内容

を直接入力し、当該ファイルを再度管理信託銀行に送付するという事務プロ

セスが紹介された。株主総会の開催日５営業日前までにこれを送付しなけれ

ばならないため、判断のための時間の確保が難しいという問題のほか、管理

信託銀行ごとのエクセルシートに入力する事務コストも相当になるとの問

題も指摘された。議決権の電子行使は、こうした事務コスト等を削減する観

点から非常に有用であるが、現状、利用している企業としていない企業があ

り、後者が多い現状では、投資家が実務の標準として使うには不便であると

の指摘があった。 
                                                   
72 株主総会において株主に提供する資料を全て Web 上に掲載し、招集通知本体には株主

総会の日時・場所等の最低限の情報の他、Web サイトへのアクセス方法を記載し、本体

のみ書面で送付。希望する株主にのみ、関連資料を書面で送付するという制度。基礎資

料編＜１．概要版＞「（参考７）米国における株主に供する資料(参考情報)の提供方法の

変遷」参照。 
73 2015 年 3 月 20 日時点。株式会社 ICJ「参加企業リスト」より。 
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20  上場会社側の電子行使に対するニーズとしては、議決権行使内容の早期把

握が考えられるが、株主構成（大株主、親会社の有無）等により必要性が異

なり、費用負担の生じる上場会社自身がメリットを感じないと利用されにく

い状況にあるとの認識が示された。 
21  このような現状を踏まえ、今後の可能性として、多くの企業が電子行使を

導入することで、実務の利便性・効率性も加速度的に高まり、議決権行使比

率の上昇にも資するのではないかとの意見が示された。特に投資家からは、

上記のような事務コスト等もあり、上場企業による議決権電子行使プラット

フォームの導入の促進に向けた検討等を強く望むとの声が示されたほか、企

業からも、議決権行使電子化プラットフォームの利用料低減に向けた取組み

等の実施や機関投資家側のプラットフォーム利用率向上に向けた課題整理

等を期待する意見が示された。 
 
 図表 4-15：議決権電子行使プラットフォーム（PF）の仕組み74  

 
  

                                                   
74 株主総会のあり方検討分科会委員提出資料より。 

議決権電子行使
プラットフォーム

【議決権行使サイト】

ProxyEdge

運用会社（国内）

PF参加発行会社 PF未参加発行会社

管理信託銀行

運用会社（国内）

発行会社

管理信託銀行

議決権行使書または

不統一行使書送付

導入前 導入後

指図内容を

ProxyEdgeに入力

管理信託銀行所定

フォーマットに指図内容を

記入して送付

行使結果送信

（1日2回）

議決権行使書または

不統一行使書送付

管理信託銀行所定

フォーマットに指図内容を

記入して送付

PF利用によるメリットと課題
・管理信託銀行を介さず指図内容がタイムリーに送信されるため、株主総会の前日まで指図が可能

（議案検討期間の拡大：ＰＦ導入前は総会の概ね5営業日前が期限 ⇒ 導入後は総会の前日まで可能）

・発行会社のPF参加の有無により指 （事務の二重化：オペレーションリスク懸念）

図フローが異なるため議決権行使業務が煩雑になる懸念

Copyright ⓒ ICJ, Inc. All rights reserved.
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4.9 機関投資家（実質株主）等による株主総会出席  

 
01  本研究会においては、名義株主となっていない機関投資家等が株主総会に

参加しようとする際の現状や課題、対応等について検討が行われた。 
 
4.9.1 機関投資家等の株主総会出席に対する関心  

 
02  前述（「4.3.2 対話のプロセスとしての株主総会」）したように、一般的に

機関投資家は株主総会に至るプロセス、又は年間を通じた企業との対話を重

視しており、株主総会（当日）に出席することに対する関心は低いものの、

実際に出席するための方法は確保しておきたいとの要望があることが指摘

された。 
03  また、海外投資家からは、海外株主のファンドは通常、株式の法的な所有

者または登録した所有者ではないため、株主総会に機関投資家本人が出席し

ようとしても、株主として認識されるのが困難な状況がある。常任代理人

（sub-custodian bank）に代理出席に必要な文書を用意させるのが困難であ

り、一部の上場企業は、「受益権」という地位を認めていない、との声が寄

せられた75。 
04  機関投資家が保有する株式の名義は、一般的に（自らの名義で保有する場

合以外）資産管理機関としての信託銀行となっており、これが法的に株主総

会に出席（株主総会における議決権等の権利を行使）できる株主である。し

たがって、運用機関（投資顧問等）の議決権の指図は、名義株主に対して行

われている（次頁図表 4-16 参照。なお、議決権行使のプロセス全体のイメ

ージについては、図表 4-1、4-2 参照。）。 
05  諸外国においても基本的な構図は同様であるが、英国では実質株主の株主

総会への出席制度があり、年に数社程度が利用しているとの報告や、オラン

ダでは実質株主が総会に出席する際には、カストディ銀行が出席の受付や議

決権行使の内容の伝達等の諸事務を行うなど、カストディ銀行に負担がかか

る仕組みとなっているとの報告がなされた。 
 
 
 
 

                                                   
75 ACGA（Asian Corporate Governance Association）「ACGA Response to METI Study 

Group on Japanese AGMs」（2014 年 12 月 12 日）。 
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 図表 4-16：主なアセットオーナー・アセットマネージャーと名義の関係  
 

 
※１ 単独口座と合同口座の両方がある。単独口座については、アセットオーナーの固有名詞を入れ、名義を明確にす

る場合もある。 
※２ 指図等株主権の行使（エンゲージメント活動）を外部委託する場合もある。 
※３ 運用は外部のアセットマネージャーに委託しながら、アセットオーナー名義で自らが指図する。 
※４ 運用委託先とは別に、指図等株主権の行使（エンゲージメント活動）だけを外部委託する場合もある。 

 
 

アセットオーナー アセットマネージャー

名　 義 信託銀行
　 指　 図 投資顧問／年金基金

名　 義 信託銀行
指　 図 生保/損保

名   義 信託銀行
指　 図 金融機関/事業会社

名　 義 信託銀行
指　 図 投資顧問

名　 義 信託銀行
指　 図 投信委託会社

名　 義 カストディアン（注１）
指　 図 アセットオーナー（注２）

名　 義 カストディアン（注１）
　 アセットオーナー（注３）

アセットマネージャー（注４）

株式名義・指図等

年金基金
（厚生年金、

確定給付企業年
金）

信託銀行 名   義 信託銀行

生命保険 名   義 生命保険

投資顧問会社

生保/損保

グループ内投資顧
問会社

金融機関/
事業会社

ー 名   義 金融機関/事業会社

グループ内投資顧
問会社

投資信託（個人） 投信委託会社

生保/損保
（年金以外）

ー 名   義

共済組合等の非営
利団体

信託銀行 名   義 信託銀行

投資顧問会社

海外個人 － 名　 義 個人

個人 ー 名　 義 個人

海外機関投資家
（年金基金・SWF・
投資信託（ﾐｭｰﾁｭｱ
ﾙ･ﾌｧﾝﾄﾞ、ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒ
ﾝﾄ･ﾄﾗｽﾄ等））

－

運用会社
指　 図

国
内
投
資
家

海
外
投
資
家
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【企業における基本方針の未整備】 

06  この点に関連して、「コーポレートガバナンス・コードの基本的考え方」

の補充原則１－２⑤においては「信託銀行等の名義で株式を保有する機関投

資家等が、株主総会において、信託銀行等に代わって自ら議決権の行使等を

行うことをあらかじめ希望する場合に対応するため、上場会社は、信託銀行

等と協議しつつ検討を行うべきである」とされている。 
07  本研究会においては、名義株主でない機関投資家等から株主総会への参加

要請があった場合、企業側に基本的な対応方針がない場合が多く、そうした

投資家が参加できるか否か、どのようにすれば参加できるのかが不明確では

ないかとの問題提起がなされた。実際に実質株主の総会への出席について事

前に申し出があった場合の対応について、基本方針を定めてない会社が 59%
と、多くの企業が基本方針を定めていない。また、基本方針を定めている企

業のうち、何らかの方法で株主総会への出席等を認める企業が出席も傍聴も

認めない企業を若干上回っている（図表 4-17 参照）。 
 
 
 図表 4-17：機関投資家等からの出席要請があった際の対応等76  

 
 
 
【企業における対応の視点】 

08  基本的な考え方として、「機関投資家向け議決権行使プラットフォーム」

を利用すると、いわゆる（名義株主に限らず）実質株主も会社への直接行使

                                                   
76 全国株懇連合会「株主総会等に関する実態調査集計表」（平成 26 年 10 月）より。 
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に近い形で議決権行使を行うことができるため、株主総会の当日に実質株主

が出席して議決権行使をすることを認めないのはバランスを欠くのではな

いかとの指摘がなされた。 
09  また、検討にあたっては、株主総会の当日における議決権行使を認めるこ

とを前提とした「出席」77も含め、名義株主でない者が株主総会に参加する

場合としてどのようなニーズ・状況が想定されるかを明らかにすべきとの指

摘がなされた。たとえば、議決権行使をした上で傍聴・見学したいのか、質

問したいのか、議決権行使したいのかなどが考えられる。 
 
4.9.3 名義株主以外の機関投資家の議決権行使を巡る論点 
 
10  日本の会社の定款においては、一般的に株主総会に出席できる代理人を名

義株主に限っている。したがって、企業側としては、名義株主以外の機関投

資家を株主総会に出席させることに法的リスクを感じている面があるとの

指摘がなされた。 
11  反対に、名義株主を代理する証明を持っている機関投資家を株主総会に出

席させないことの方が法的リスクがあるのではないかとの指摘もなされた。

すなわち、定款において株主総会に出席できる株主を名義株主に限っていた

としても、当該定款の趣旨は、議決権を行使しても株主総会が攪乱されるな

ど、会社の利益が害されるおそれがないと認められる場合にまで名義株主で

ないものによる代理出席を禁ずるものではなく、こうした代理人の株主総会

への出席を拒むことはかえって定款の解釈適用を誤ったものと裁判所にお

いて判断されるリスクがあるのではないか、との指摘もあった。   
12  企業側として株主との対話を促進する観点からは、機関投資家等が、自ら

が実質的な株主であり、かつ名義株主からの代理権授与を証明すれば、株主

総会への出席を認めることが基本的な考え方ではないかとの問題提起があ

った。また、定款で代理人を株主に限る趣旨は株主総会の攪乱を防ぐことで

あり、株主総会を攪乱するおそれがない場合、代理人が株主ではなくとも株

主総会に出席できると解釈できるのではないかとの指摘もなされた。 
13  これに対し、一単元でも株式を取得すれば株主総会に出席できる中、名義

株主以外に代理出席を認めるとした場合、どうしても名義株主になれない合

理的理由は何か、そのような場合であって株主総会の運営上も問題ないとき

のみ限定的に認めるべきとの意見があった。 
14  これについて、（アセットマネージャーとしての）機関投資家としては、

仕組みとして信託を使うのが通常の業務であり、最終顧客の資金を預かって

                                                   
77 会社法第 309 条参照。 
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いる以上、自ら株式を購入して名義株主となることは利益相反との関係で行

わない、委任状を持って代理人であることで出席を認められることが望まし

いとの見解が示された。 
15  さらに、現在の定款規定は昭和 30 年代にはすでに一般的にみられる古い

形であり、名義株主の代理証明を持って出席しようとする機関投資家が参加

できるかどうかも含め、定款のあり方を見直すことも考えられるのではない

かとの問題提起があった。一方で、名義株主の代理人としての出席を広く認

めると株主総会の運営に支障が生ずる可能性もあり、定款まで変更すること

には慎重であるべきとの意見もあった。 
16  また、実務面からの別の指摘として、多くの参加者が来る総会当日の受付

で個別に確認することは困難であり、いずれにしても事前の相談が必要との

見方が示された。 
 
4.9.4 ガイドライン等の必要性 

 
17  株主総会の実務では、企業は極めて慎重に対応するため、企業の自発的、

自主的対応に任せるだけでは改善が進まない可能性がある。したがって、実

務上、例えばどのような証明書類を実質株主が持参しなければならないかな

どを示すことで企業側の対応の混乱も防ぐことができるため、株懇等におい

て何らかのガイドライン等の策定することが有用ではないかとの提案がな

された。 
18  また、検討事項として、株主総会の当日に実質株主であることを証明して

出席しようとする場合の対応や、議決権の事前行使を取り下げ当日の実質株

主による行使に回した場合の対応可能性等について考慮・検討する必要があ

るとの指摘もなされた。 
19  加えて、企業側の対応だけではなく、投資家側の協力なくしてはなかなか

円滑な問題解決ができないとの指摘もあった。例えば、顕名に協力をしても

らう、顕名にできない事情がある場合であっても、企業側から問い合わせが

あった場合には実質株主の構成を明らかにする、証明書の提出を求められた

場合においては、速やかに証明書を提出するなど、こうした機関投資家側の

協力があれば、実務が円滑に動くのではないか、との指摘があった。 
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4.10 株主総会の決議事項のあり方  

 
4.10.1 株主総会の決議事項の状況と国際比較 

 
01  日本においては、会社の意思決定事項のうち業務執行事項について、定款

に留保すれば株主総会の権限としてすべて決議事項にできる制度となって

いる。これに対し、米国では株主総会の権限は取締役選任に集中し、業務執

行事項をはじめ、会社の意思決定事項の多くは取締役会に権限がある。 
02  この違いに関連して、米国の株主総会は株主の声を聞くという位置づけな

のに対し、日本では、定款に定めることで広く決議事項とできるため、株主

総会が株主との対話の場というよりは、株主総会の運営を滞りなく進めるも

のとの意識になっているのではないかの指摘がなされた。 
03  また、株主総会の権限と取締役会等との関係について、米国やドイツ等で

は経営決定権限はそもそも取締役会にあるのに対し、日本では究極的には株

主総会にすべての権限があり、取締役会はその委譲を受けていると理解され

ている。株主総会と取締役会の役割分担については、諸外国で議論や制度の

検討が続けられてきた課題であることが紹介（下記コラム参照）された。 
 
 
≪コラム：株主総会制度をめぐるいくつかの論点78≫ 
 
（１）会社法における取締役会設置会社の株主総会権限 
 
「前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、株主総会は、この

法律に規定する事項及び定款に定めた事項に限り、決議をすることができ

る。」 
（会社法第 295 条第 2 項） 

→ 昭和 25 年商法改正により規定された事項 
（それ以前は、現在の非取締役会設置会社と同様、株主総会はすべての会

社意思決定事項について決議できるとされていた。） 
（会社法第 295 条第 1 項参照） 

 
 
 
                                                   
78 株主総会のあり方検討分科会委員提出資料より。 
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（２）昭和 25 年商法改正における株主総会制度の考え方 
 
① 本来、株主総会は会社の所有者的地位にあり、会社事項の全てについて決

定する権限を有している 
② 商法が株主総会の権限に限定を加えたのは、株主ないし株主総会の能力に

限界があることを認識し、その権限の一部を取締役に委譲したものと法律上

みなしたことによるものである 
③ 株主において特に必要があるのであれば、定款により、いつでも、いかな

る事項でも株主総会で決められるものとすればよく、それは本来の権限が回

復したに過ぎない 

（３）株主総会権限と取締役会権限との関係 
 
 → 定款による株主総会権限の留保に対する説明 

「 新法が企業の所有と経営を一そう分離し、取締役の業務執行権を確

立し   たことは、株主が自己の能力と意欲とを正当に認識して、

本来有する権限を自己の利益のため進んで取締役に委譲したものであ

って、近代的企業の在り方に対応する合理的体制ということができる。

従ってこのことは、株主が、もし欲すれば、定款の規定を以てかかる

事項を総会の権限に留保することを別段禁止するものではないのであ

る。」 
（鈴木＝石井・『改正株式会社法解説』106～107 頁） 

 
 → 株主総会の権限事項と取締役会ないし取締役の権限事項とは表裏の関係

であり、株主総会の権限のあり方について考えるということは、取締役会

ないし取締役の権限のあり方を考えるということと等しい。 
 
 → わが国の取締役会及び代表取締役の権限は、株主総会から権限の委譲を

受けたものとして理解され、その根拠条文として会社法 295 条 2 項は位置

づけられることがわかる（比較法的にみて特徴的）。 
 
【アメリカ合衆国の各州会社法の場合】 

 → 一般的に、会社の事業上の意思決定事項について、一次的な権限を有し

ているのは取締役（会）である（わが国のような株主総会の権限の範囲を

示す規定を有していないが、設立定款や株主の決定により制約する余地は

認められる） 
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 → 取締役（会）の会社意思決定にかかる権限は、会社法上認められた固有

の権限であって、株主総会が本来的に有する権限が取締役（会）に委譲さ

れたという理解はされていない（19 世紀末から 20 世紀前半にかけて、株

式会社の規模が巨大化する中で、その管理は取締役が固有の権限と義務に

おいて行うべきだとの考え方が一般的になっていった） 

【Delaware General Corporation Law § 141 (a)】 
本法の下で組織された会社の業務事項に関しては、本法又は設立定款

に異なる定めがない限り、取締役会の指揮により、又はその指揮の下で

執行される。 
The business and affairs of every corporation organized under this 

chapter shall be managed by or under the direction of a board of 
directors, except as may be otherwise provided in this chapter or in 
its certificate of incorporation. 

 
【ドイツ 1965 年株式法の場合】 

 → ドイツの場合も、株式会社の取締役は自己の責任において会社の経営を

行うものとされ（株式法 76Ⅰ）、株主から独立した固有の業務執行権限を有

している 
 → 株主総会は法律および定款で明示的に定められた事項について決議をな

すことができるが（株式法 119Ⅰ）、業務執行事項に関しては取締役がとく

に判断を求めた事項についてしか決定できない（同条Ⅱ） 
 → 株主が会社の経営事項に対して介入することに対しては極めて抑制的か

つ懐疑的であり、これもドイツの株式会社が 19 世紀末から 20 世紀前半に

かけて巨大化する中で生まれた考え方である（1937 年株式法で採用） 

【Aktiengesetz § 76Ⅰ】 
  取締役は、自己の責任において会社を管理する。 
  Der Vorstand hat unter eigener Verantwortung die Gesellschaft 

zu 
leiten. 

 
【Aktiengesetz § 119Ⅱ】 
  株主総会は、業務執行に関する問題に関し、取締役がこれを求めた

場合に限り決議をすることができる。 
  Über Fragen der Geschäftsführung kann die Hauptversammlung 

nur entscheiden, wenn der Vorstand es verlangt. 
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4.10.2 株主総会の権限と対話の質の関係 
 
04  諸外国と比較して、株主総会への付議事項が広いことが、株主総会の運営

や対話の質にも影響を与えているのではないかとの指摘がなされた。 
05  特に定款に留保すれば株主総会で何でも決めることができる点について

は、株主提案権の問題とも相まって、難しい問題をもたらしているとの問題

提起があった。これに関し、定款にどこまで留保できるのか、定款を２層化

して株主総会で決める定款とスーパーバイザリーボードで決める定款を分

けるという考え方もあるのではないかなど、株主総会のスリム化について改

めて考えてみる必要があるのではないかとの意見も示された。 
06  現状では、利益相反処理を株主総会に任せているなど、スーパーバイザリ

ーボードとしての機能が弱いため株主総会への付議事項が多くなっている

とも考えられるため、スーパーバイザリーボードの機能を強化して株主総会

との役割分担をあらためて意識する必要があるとの指摘がなされた。 
 
 

4.11 株主提案権 

 
4.11.1 株主提案権の意義 

 
01  本研究会では、株主提案権は、株主の意思を反映するための重要なツール

であり、建設的な対話のために活用すべきとの全体的な方向性が確認された。 
02  米国では、経営事項は取締役が判断しつつ、株主の意見を経営に反映させ

る余地を残すという考えが株主提案権という形に現れている。米国の株主総

会の決議事項は日本よりも限定されており、株主提案権の意味合いについて

も米国ではコミュニケーションツールとして利用されている面があるとの

指摘があった。 
 
4.11.2 株主提案権の行使状況と論点等 
 
【株主提案権の行使状況 79】 

03  株主提案権については、年間 20 件程度が付議されている。一社における

行使件数として、１件が 89%であるが、5 個以上の株主提案が行われている

ケースもある。提案議案内容としては、定款変更議案が一番多い（図表 4-18
                                                   
79 基礎資料編＜２．詳細版＞P67「②株主提案権の実務（行使状況等）」参照。 
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～4-20 参照）。 
04  株主提案をした株主の属性としては、個人株主に次ぎ、市民団体・NPO

法人が多いという実態がある（図表 4-21 参照）。これに関連して、株主提案

権については、これまで社会運動の一環として、あるいは経営陣と対立する

大株主により利用されるケースが多く見られるとの指摘があった。 
 
 
 図表 4-18：株主提案権の行使状況①80  

 
 
 
図表 4-19：株主提案権の行使状況②：行使件数81  

 
 
 
 
 
 
 

                                                   
80 全国株懇連合会「株主総会等に関する実態調査集計表」（平成 26 年 10 月）より。 
81 同上。 
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図表 4-20：株主提案権の行使状況③：１件当たりの提案議案数82  

 
 
 
図表 4-21：株主提案権を行使した株主の属性83  

 
 
 
【株主提案権に関する課題等】 

05  株主提案権がこれまで企業価値を高める方向での適切、有効な使い方がさ

れてきたかという点について、いくつかの論点や課題が指摘された。たとえ

ば、以下のような点が指摘された。 

① 荒唐無稽な提案等が大量になされる事例が見られる。一人の株主が一社で

数多くの株主提案をする状況を改善できないか。 
② 不適切な提案の多くは、経営裁量を縛るような内容を定款に盛り込んで企

業に影響力を行使していくという点に特徴がある。 
③ 機関投資家から見ても、企業価値向上につながるとは思えない提案が相当

数なされているとの印象がある。 
④ 海外機関投資家からも以下のような意見が寄せられた84。同じ論点に関し

て多数の提案がなされるとその正当性が崩れかねない。過度な株主提案によ

って生じる企業及び投資家の負担や管理コストを軽減しつつ、適正なレベル

の株主参加を促進すべき。建設的な対話を行うプロセスがあれば、数多くの

株主提案がなされる必要性は減殺される。価値ある提案が企業の抵抗により

                                                   
82 全国株懇連合会「株主総会等に関する実態調査集計表」（平成 26 年 10 月）より。。 
83 同上。 
84 ACGA（Asian Corporate Governance Association）「ACGA Response to METI Study 

Group on Japanese AGMs」（2014 年 12 月 12 日）。 
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拒否されるようなプロセスを提唱するものではなく、提案の関連性及び正当

性を確保するために、提案の質及び関連性を担保するための独立した監督が

必要である。 
⑤ 同一議案の連続提案の場合85や、株主提案権の行使が権利濫用（民法第１

条第３項）と認められるような場合であれば、株主提案権の行使は制限され

る点で歯止めがないわけではないが、特に前者については実質的に同一議案

か否かはケースバイケースで判断され、実質的に同一の議案と企業において

考えることは難しく、実質上、同一性を理由に株主提案権の行使は認められ

ないと企業が判断できるケースは極めて少ない。 
 ⑥ 現状、株主提案は株主総会の開催の８週間前まで可能であるが、招集通知

の印刷・封入・郵送等の期間を考慮すると、早期発送を実現しようとする

際には、この点がネックとなる可能性もある。 
 
4.11.3 制度の概要と国際比較 
 
06  本研究会において以上のような指摘がなされたことに関連して、日本の株

主提案権の要件及び諸外国の制度について、以下で概観する。 
07  日本においては、株主提案権を行使するためには、「総株主の議決権の１％

以上の議決権又は 300 個以上の議決権を 6 か月前から引き続き有すること」

が要件となっており（会社法第 303 条～305 条）、持ち株要件以外に特段の

要件は課されていない。 
08  英国やドイツ、フランスについてみると、我が国同様、持ち株要件のみが

行使要件として課されているが、英国やドイツでは総議決権の５％以上の保

有が要件となっており、日本と比べて要件が厳しくなっている。また、米国

では、持ち株要件に加えて、提案できる個数の制限（１人１つのみ）や提案

できる内容の制限が設けられている。 
 
  

                                                   
85 実質的に同一の議案につき株主総会で 10 分の 1 以上の賛成が得られなかった日から３年を

経過していない場合（同一の議案の連続提案）には、株主提案権の行使はできないこととなっ

ている（会社法第 305 条第 4 項）。 
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 図表 4-22：株主提案権の行使要件の各国比較  

 

 
※1 上記の表で「-」の箇所は、出典に記載はないが、要件が存在しない模様。 
※2 上場企業の場合 
※3 出所：経済産業省委託調査「平成 21 年度 M&A 市場における公正なルール形成に関する調査」、武井一浩「株主提

案権の重要性と適正行使」（商事法務 No.1973）、株主総会のあり方検討分科会委員提出資料。 

 
 
  

要件 日本 米国

持株要件
(いずれか
充足必
要)

①-1 保有株数要件

総株主の議決権の1%以上
もしくは

300個以上の議決権
(定款で引下げること可)

1%以上を保有

①-2 保有金額要件 - 市場価格で2000ドル分以上を保有

②保有期間
6か月前から引き続き株式を保
有(定款で短縮可)

提案時まで1年間以上継続保有が必要、かつ、提案時から株主総会までの継続保有
も必要

③提案期限
株主総会の8週間前までに提
案する必要(定款で短縮可)

多くの場合、委任状勧誘書その他報告書の中で、提案の提出期限が定めれられて
いる

④株主提案の制限

・法令もしくは定款に違反する
場合
・実質的に同一の議案につき
株主総会において総株主（当
該議案について議決権を行使
することができない株主を除
く。）の議決権の十分の一（こ
れを下回る割合を定款で定め
た場合にあっては、その割合）
以上の賛成を得られなかった
日から三年を経過していない
場合

・個々の株主総会で1つまでの提案制限
・株主提案が州法に照らして妥当でない
場合
・株主提案が法律又は委任状規則に反す
る場合
・株主提案と当該株主との間に特別な利
害関係（special interest）がある場合
・株主提案が、直近事業年度末の会社の
総資産の5％未満、かつ直近事業年度の
会社の純利益及び総売上の5％未満であ
る事業に関するものであり、かつ他の面
でも会社の業務に重大な関連があるとは
いえない場合
・会社に株主提案を実施する権限がない
場合
・株主提案が会社の通常業務に関する問
題を扱っている場合

・株主提案が会社の取締役会又はそ
れと類似する支配管理機関のメンバー
の指名又は選出に関するものである場
合や、上記指名又は選出の手続に関
するものである場合
・株主提案が同じ株主総会に提出され
る会社提案と矛盾する場合
・株主提案が実質的に見て既に実行済
みである場合
・株主提案が他の提案者から既に提出
され当該株主総会の委任状勧誘資料
に盛り込まれる他の提案と、実質的に
重複する場合
・株主提案が直近 5 暦年以内に会社
の委任状勧誘資料に盛り込まれた他
の提案と、実質的に同じ問題を扱うも
のである場合
・株主提案が具体的な額の現金配当
又は株式配当に関するものである場合

⑤その他 - 株主による提案は、付属資料も含めて500語以内である必要

要件 英国※2 独国 仏国

持株要件
(いずれ
か充足必
要)

①-1保有株数要件 総議決権の5%以上 -

一人又は複数で株式の5%超を保有
(会社の株式資本が75 万ユーロを超え
ている場合は、これよりも低い比率で
も行使可能)

①-2 保有金額要件
1 人平均100 ポンド相当以上の株
式を有する株主100 人以上

合計して株主資本の少なくとも5％を保
有

もしくは
500,000 ユーロに相当する金額の株式
を保有

-

②保有期間 - - -

③提案期限
株主総会の6週間前まで
それ以降の場合は、招集通知が発
送されるまで

-
株主総会の25日前までに取締役会の
議長に送付される必要

④株主提案の制限
・他社の名誉を毀損する場合
・法的根拠を欠くか嫌がらせ目的で
ある場合

-
・提案内容に制限はない
・取締役会によって定められた当初の
議題と関連する必要もない

⑤その他 - - -
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4.11.4 見直しの必要性等 
 
【見直しを行うべきとの意見】 

09  このような内外の状況を参考にしながら、株主の対話のツールとして重要

な提案権をより意義のあるものにする観点から何らかのルールを検討して

はどうかとの問題提起があった。 
10  具体的な方策として、本研究会においては、提案数を制限することが最も

実現可能性が高く、多くの場合、妥当な結果が得られるのではないかとの意

見が示された。 
11  一方で提案の内容制限（業務執行事項について制限するなど）もあり得る

が、業務執行事項と定款変更事項の区別が曖昧であり、制度化は難しいので

はないかとの見方も示された。 
12  現在の株主提案権の規定のあり方は、昭和 56 年の改正時の時代背景、す

なわち開かれた株主総会を実現し、株主の意見をより株主総会に反映できる

ようにしたいという要請があった当時においては合理性があったと思われ

る。しかしながら、現在のようにその濫用的な利用形態も散見される状況に

照らして、なお立法当時の規定がそのまま合理性を維持できるかどうかは再

検討の余地があるとの全般的な指摘や、株主提案権の行使要件についても、

近時の動向等も踏まえつつ、再検証すべきではないかとの指摘もあった。 
 

【提案権の制限を検討することは慎重にすべきとの意見】 

13  前述（「4.11.2 株主提案権の行使状況と論点等」）したように日本におい

ては、現状、株主提案はほとんど行われておらず、他方、使われたとしても

本来の意図とは異なる適切とは言えない使われ方がされている例もある。一

方で、米国では、株主提案は株主と会社との対話のツールであると考えられ

ている。日本においても、制限するというよりはむしろ、米国のように建設

的な方向で株主提案権が使われるような働きかけを行う必要があるのでは

ないか、その観点から提案権を制限する動きは慎重にすべきとの指摘がなさ

れた。 
 
【費用負担の問題】 

14  欧米と異なり、日本では、株主提案権の内容をすべて会社費用で他の株主

に対して周知することとなっている。株主提案権の行使が多くなれば、議決

権行使書面や招集通知の記載分量が増え、株主への通知等に相応の時間・費

用を要するため、何らかの配慮が必要ではないかとの指摘もなされた。 
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５．対話のプロセスにおけるプレイヤーの意識と行動 

 

 

01  本研究会においては、これまで述べた制度や実務環境の下で、企業と投資

家およびそれに関係するプレイヤーの対話に対する意識と行動のあり方に

ついても議論がなされた。 

 

 

5.1 企業側や投資家に求められる姿勢・実力 

 
01  本研究会においては、企業と投資家の対話を持続的な企業価値創造につな

げるためには、双方の見識や実力を高めることが必要不可欠であるという認

識が共有された。 
02  そのような観点から、対話の方向性としても、①短期的な株価の押し上げ

といった視点ではなく、中長期的な企業価値向上に資すること、②画一的な

ものではなく、事業環境や企業の成長ステージ等により異なっていたり、変

化し続けること、③企業と投資家が向き合い、企業は説明責任を発揮し、投

資家はスチュワードシップ・コード等に基づく受託者責任を果たしていくこ

と、の３つが大切との指摘があった。 
 
【企業に求められるもの】 

03  企業経営者の意識や行動については、日本と米国等で資本市場の制度は同

じでも海外では起きないような株主目線を欠く行動が日本で起こることが

指摘された。その背景として、米国と比べ、日本の経営者が株主であること

が多くないことがあり、これを認識した上で意識改革を図ることが必要との

指摘があった。 
04  また、たとえば四半期開示によって投資家が短期志向になっているといっ

た問題についても、企業側は投資家の投資行動そのものを規制することはで

きない。それを企業が阻害しにいくと、市場原理に反することになる。一方

で企業側にも、どの投資家の助言なり建設的な指摘に対応すべきかという、

投資家を選択する権利があり、短期志向に陥っている投資家やそれを促進す

るアナリストではなく、逆の投資家からの建設的な助言を求めるべきではな

いかとの見解が示された。 
05  加えて、企業から、制度が変わっても企業側の意識が変わらなければ、何
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も変わらない可能性がある。制度上、自由度が与えられているならば、対話

先進国を目指していくために、企業が横並び意識を捨て、自ら変わる努力を

していくべきとの意見も示された。 
06  こうした経営者の投資家に対する意識を高めるとともに、その間のコミュ

ニケーションを円滑にしていくためにも、IR（Investor Relations）を育成

する意識を経営者が持つような意識改革が必要であるとの認識も示された。 
 
【投資家に求められるもの】 

07  一方で、企業との対話において投資家が議論すべきは、長期的な企業のあ

り方が持続的な価値創造につながるのかという長期的な視点である。そのた

めには投資家の見識レベルが経営者のレベルまで深まることが必要との指

摘もなされた。 
08  また、対話において、機関投資家のポートフォリオ・マネージャー・アナ

リストと議決権行使担当者の分断も問題であり、利益相反に対応した上で社

内での情報交換・共有を改善すべきとの指摘もなされた。 
 
 

5.2 継続的な対話 

 
【継続的な対話のあり方】 

01  経営者の一挙手一投足、あるいは発言する時の決断力の強さ、空気等は大

事な情報である。近年、様々なメディアが発達する中、文書に何が書いてあ

るかを細かく見ていくことも重要だが、そういった意味での対話の質と量を

どう高めるか、それを踏まえて開示にそれらの要素を入れていくことが重要

との意見があった。 
02  そのような観点から、経営者と投資家の継続的な対話の内容としては、足

下の業績ではなく中長期的な経営者の考え方や戦略、ガバナンスのかたちで

はなく、それを選ぶ理由、取締役・経営者の選び方、実際の活動が重要。対

話の本質的な役割を担うのは、社外取締役や CEO であり、その社外取締役

や CEO がどのように選ばれるのか、その仕組み自体が非常に重要な情報で

あり、そこに規律を与えているということが、重要な情報との指摘があった。 
 
【対話をするための（法的）制約への懸念】 

03  持続的な企業価値向上のためには、長期的な投資家が機能し、対話を行え

る環境づくりが重要であるが、経営者が日常的な IR や株主総会前の対話に
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おいて、どのような内容を話せるか不明瞭なところがあるとの指摘があった。

たとえば、取締役選任に関係する部分も含め、大株主等とどの程度の話がで

きるかなど、インサイダー情報の扱いも含めセーフハーバーを示せないかと

の問題提起がなされた。 
04  これに関して、本研究会では、スチュワードシップ・コード策定時に対話

促進の観点からインサイダー規制等の法規制に関する解釈等が示されてい

ることが確認された86。 
 
 

5.3 株主総会プロセス等に関わるプレイヤーに期待される役割 

 

【総会支援実務における論点】 

01  株主総会の運営に関して、株主総会前に信託銀行や弁護士から助言等を受

けることがあったが、その時には早く株主総会を終わらせる、質問を多く受

け付けない、問題が起きる前に株主総会を終わらせるといったものが多かっ

た。企業側が株主と対話しようとしても、経験が浅いなどの事情によりこう

したアドバイスに従う結果、株主総会における対話が活発化しない側面があ

るのではないかとの指摘があった。 
02  それに関連して、信託銀行等からは、株主総会において、株主との対話が

重要視されていないわけではないが、どちらかというと、総会運営のアドバ

イスが中心となっている。一般的に、オーナー企業よりも、サラリーマン経

営者が多く、任期が来たら退任というケースが多い。そのような状況におい

て、一般的に新任された経営者は、会社法とは何か、株主総会とは何か、株

主総会運営はどのように行うかなどから学ぶ状況にあり、株主とどのように

コミュニケーションするかという段階までは議論が至っていないのではな

いかとの見解が示された。 
03  また、信託銀行では、株式事務を担っているほか、株主総会の運営におい

てはその法的効力が確保されるよう、例えば説明義務や動議の取扱い、議事

進行の円滑化等のアドバイスを行うと共に、機関投資家・個人投資家の所有

期間やシェアの調査、株主総会の動向に係る情報提供、具体的な質問内容の

紹介、効果的な IR 戦略等を実行するための株主構成等の分析や議決権行使

結果分析のサービス、株主のニーズや保有方針等を把握するためのアンケー

                                                   
86 金融庁「インサイダー取引規制に関するＱ＆Ａ」（平成 20 年 11 月 18 日）、「情報伝達・取引

推奨規制に関する Q&A」（平成 25 年 9 月 12 日）、「日本版スチュワードシップ・コードの策

定を踏まえた法的論点に係る考え方の整理」（平成 26 年 2 月 26 日）。 
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ト調査など、株主総会の運営に関する様々なサービスを提供しているとの紹

介があった。また、株主総会でスライド、動画等を用いた議長によるプレゼ

ンテーションのサポート業務等も行い、株主との対話促進の一助ともなって

いるのではないかとの報告もなされた。 
04  その他、株主総会の開催や配当金の支払い等において、保振（証券保管振

替機構）、ゆうちょ銀行、銀行、信託銀行、印刷会社等関係者が多く、株主

総会に関する議論に当たっては、これら関係者のシステム構築や関係者によ

るスキーム構築等を考慮すべきとの指摘があった。他方、現行の実務を前提

とするのではなく、あるべき姿に向けて現状をどのように改善していくかと

いう観点も必要、との指摘もあった 。 
 
【総会支援に当たるプレイヤーへの対話促進の役割期待】 

05  今後の方向性として、信託銀行や IR・ガバナンスのコンサルタント、議

決権行使助言会社等については、企業と株主との対話を促進するという新た

な役割、ビジネスが考えられるのではないかとの議論があった。 
 
 

  



 

110 
 

第三章 今後の方向性と具体的方策 

 
 
01  以上の検討を受け、本研究会は、持続的な企業価値創造に向けた企業と投

資家の対話を促進する観点から、今後あるべき方向性とそれを実現するため

の方策として、以下のような提言をとりまとめた。 
02  なお、ここでの「対話」とは、企業の情報開示をベースとした株主総会プ

ロセスや年間を通じた継続的なやりとり、それらを通じた情報開示に対する

フィードバック等、企業と投資家の直接・間接の幅広いコミュニケーション

全体を視野に入れたものである。 
 
 

１．基本的な視点 

 
01  今後あるべき方向性を検討し、具体的方策を実行するに当たっては、以下

の視点を基本的な評価軸とすべきである。 

① 持続的成長、企業価値向上という対話促進の目的 
② 総合的・統合的な視点からの全体最適 
③ 対話に向けた意識と行動の転換 

 
 

1.1 持続的成長、企業価値向上という対話促進の目的 

 
01  企業と投資家の対話は、互いの理解を深め、共に切磋琢磨し、企業の持続

的成長あるいは中長期的な企業価値の向上という目的を達成するための手

段である。 
02  企業が持続的成長に向けて収益力を向上し、付加価値を高めていくことは、

人材や設備、研究開発等イノベーションへの投資余力を高めることにつなが

る。また、そのような企業に対する長期投資から持続的に収益が得られるこ

とは、人々の所得や将来に向けた備えを充実させる。今後の日本にとって、

このような好循環を通じて産業・経済全体を活性化することは、きわめて重

要な課題である。 
03  対話促進に向けた方策を検討するに当たっては、こうした目的を達成する



 

111 
 

ことを評価軸として、国際的に見ても質の高い対話環境を作っていくことを

目指すべきである。 
 
 

1.2 総合的・統合的な視点からの全体最適 

 
【総合的・統合的な視点の必要性】 
01  対話をめぐる様々な要素、たとえば情報開示や監査の内容・タイミング、

株主総会の日程や付議事項、対話プロセスの電子化の促進等は、相互に関連

している。さらに、情報開示の中で見ても、制度開示と任意開示、財務情報

と非財務情報、中長期の情報と短期的情報等を関連付けて考えることが重要

である。 
02  したがって、それぞれの要素に期待される役割や実態を理解しつつも、対

話プロセス全体を総合的に評価する視点が求められる。 
 

【情報開示と直接対話の相互作用】 
03  このような関連性は、動的なプロセスとして捉える必要がある。たとえば、

各企業における株主総会での決議を要として事前の対話が促され、そのため

に必要な情報開示のあり方が模索される。また、業績情報を十分に開示して

おくことで、株主総会プロセスや年間を通じた継続的な対話においては、む

しろ中長期的な経営戦略等に重点を置くことができる。 
04  このような動的な関連性を理解するため、企業と投資家のコミュニケーシ

ョン全般を株主総会プロセスや IR・説明会等での「（直接的な）対話（Verbal 
Communication）」と「情報開示（Disclosure Communication）」とに分け、

それらの相互作用を考えることも有益である。高い水準の情報開示が対話の

質を高め、質の高い対話が情報開示の充実を促すという相互に高め合う関係

を目指すことが重要である。 
 

【全体最適を目指して】 
05  したがって、国際的に見ても質の高い対話環境の実現を目指すため、企業

と投資家を取り巻く環境を総合的に見直した上で、意味ある対話を促進する

観点から全体最適を図っていくことが重要である。 
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1.3 対話に向けた意識と行動の転換 

 
01  本研究会における検討の主眼は、企業と投資家の対話を促進するための望

ましい環境づくり、枠組みのあり方である。しかしながら、最も重要なこと

は、こうした枠組みの中で企業の取締役や経営者、従業員、機関投資家や個

人投資家といった人々がどのような意識を持ち、実際にどのような対話を行

っていくかということである。また、対話プロセスを支える様々なプレイヤ

ーが、企業と投資家の対話を円滑化し、より質を高める方向で実務的な対応

を図っていくことも重要である。 
02  したがって、対話のための枠組みのあり方を検討する際には、それらに関

わる様々なプレイヤーのインセンティブ構造を考慮し、それぞれが対話促進

に向けた意識や行動に転換していくために何をすべきかという視点が必要

である。 
03  この際、インベストメント・チェーンにおいて、株式投資の最終的な受益

者は個人に帰着すること、このような観点に立てば、企業と投資家は、受託

者責任、説明責任を通じて個人につながっており、双方は対峙する関係では

なく共に価値を創造していく関係にあることを念頭に置くことが重要であ

る。 
 
04  以上の基本的な視点を基に、望ましい企業情報開示や株主総会プロセスの

あり方やそれに向けた方策、それらを取り巻くプレイヤーの意識や行動につ

いて、本研究会としての提言を示す。 
 
 

２．望ましい企業情報開示のあり方 

 
 

2.1 基本的な考え方 

 
01  企業と投資家の対話を促進する観点から、より良い企業情報開示は以下の

ような基本的な考え方を踏まえたものであるべきである。 
 
 



 

113 
 

１）企業価値評価のために有用な情報が効果的に開示されること 

02  企業と投資家の対話を情報の伝達、あるいはコミュニケーション全般とし

て捉えれば、企業の情報開示は最も重要な要素であり手段である。投資家は、

その情報を用いて企業を分析し、理解し、投資判断を行う。さらに企業との

「直接的な対話」を行うことにより、情報開示から得られた理解を深めてい

く。 
03  このような観点から、企業情報開示に求められるのは、投資家が企業の持

続的な価値創造を評価する観点から有用な情報が、適切なタイミングで、か

つ最も効果的な方法で提供されることである。 
 
２）対話の質を向上するために効率的であること 

04  企業情報開示の効率性を高めることは、文書作成にかかる費用や時間を節

約するとともに、そこに投入している人材や時間等をより質の高い開示、投

資家との意味ある対話に投入することを可能にする。これは、本来投資家に

とっても意義があることだが、開示情報の重複や有用性についての認識の程

度は、作成者とは異なる可能性がある。 
 
３）直接的な対話との相乗効果を高めるものであること 

05  前述したように、情報開示と直接的な対話の質を高めていくためには、そ

れぞれの役割分担を意識し、投資判断上重要な情報を適切に開示していくこ

とが求められる。これにより、経営者、投資家双方が、貴重な時間と資源を

効果的、効率的に使うことができる。投資家が開示情報によって企業を十分

評価し、それを踏まえた直接的な対話によって更に理解を深め、企業はそう

した対話から得られるフィードバックによって情報開示を更に充実すると

いう相乗効果を高めることが重要である。 
 
 

2.2 企業情報開示を検討する枠組み 

 
2.2.1 基本的な枠組み 

 
01  企業情報開示のあるべき姿を検討するためには、本研究会でも用いた基本

的な枠組み、すなわち①情報の質（Quality）、②情報の量や範囲（Coverage）、
③情報開示のタイミング（Timing）、④情報の開示方法（Way）という 4 つ
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の側面からの総合的な検討を行うことが必要である。 
02  それぞれの考え方については、第二章（「3.3 企業情報開示を考える視点」）

で述べたとおりであるが、以下では今後の方向性や具体的方策に密接に関連

する点を述べる。 
 

2.2.2 情報の区分 
 
03  企業が開示すべき情報をその性質や利用目的に応じて検討するため、大き

く以下のような区分を念頭に置くことが有益である。その上で、投資家を中

心とする情報利用者のニーズや制度開示の目的に照らして、求められる情報

の範囲、質（信頼性、わかりやすさ、公正性等）、適切なタイミング（速報

性と確報性、年度と四半期等）、方法（電子化、様式等）を検討すべきであ

る。 
04  その際、下記の各区分に該当する情報について、より具体的な検討を進め

る中で、さらに詳細な区分けが必要となる場合も考えられる。また、開示項

目間での関連性を特定することも有益である。 
 

情報の種類 例 
ⅰ）中長期的・継続的な企業情

報 
経営者のビジョン、経営戦略、中期計画、

ビジネスモデル、ガバナンス、事業ポート

フォリオや事業概要等 
ⅱ）一定期間における成果や財

政状態に関する情報 
年度決算、四半期決算や注記等 

ⅲ）株主としての権利行使（特

に株主総会における議決権

行使）等のための情報 

取締役等の選任、配当等の情報（株主総会

議案及び関連情報） 

ⅳ）臨時的な情報 組織再編等に関する情報 
 
 
2.2.3 利用者とその分析用途 
 
05  企業情報開示を検討する際には、第二章（「3.2 企業情報開示の利用者と

想定すべき投資家像」）で述べたとおり、主たる利用者である投資家のニー

ズを踏まえて行うことが必要である。投資家の中でも機関投資家と個人投

資家との違い、投資の時間軸の違い等が存在することに留意すべきである。 
06  これを前提としつつも、上述のように、株式投資の最終的な受益者は機関
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投資家経由であっても個人に帰着すること、個人にとってわかりやすい情

報開示は機関投資家にとっても理解しやすいことから、情報開示の検討に

当たっては、個人を想定することが有益である。また、そうした個人も含

む投資家に開示情報を分析してわかりやすく提供するアナリスト等の「情

報媒介者」の役割も重要である。 
07  投資家やアナリスト等、情報利用者のニーズとそれに応じた開示の内容や

タイミングを検討するに当たっては、それぞれの企業評価・分析の目的や性

質の違いを考慮すべきである。検討の枠組みとしては、大きく時間を優先す

る分析（Timely Analysis）と深さと緻密さを優先する分析（In-depth 
Analysis）に分けて考えることが有益である。一般的には、前者は即時性と

簡潔性の優先度が高く、後者は信頼性と網羅性の優先度が高いと考えられる。 
08  たとえば、四半期開示は主として前者、年度開示は後者の分析目的を前提

としていると捉えることも可能である。さらに、年度開示の中でも、速報性

が重視される決算発表（決算短信やプレスリリース）は前者（時間優先分析）、

有価証券報告書やアニュアルレポートは後者（深さ優先分析）に分けて、そ

れぞれどのような情報がどのタイミングで必要かという観点から内容の検

討を行うことも可能である。 
 
 

2.3 望ましい企業情報開示の方向性 

 
01  前述した基本的な考え方に従って企業情報開示をより良いものとするた

め、以下のようなあり方を目指して今後さらに検討が行われることが期待さ

れる。 
 
2.3.1 モジュール型開示システム 

 
02  今後の企業情報開示の基本的な設計思想（アーキテクチャー）として、「モ

ジュール型開示システム」というべきものが考えられるところである。すな

わち、あるべき姿として開示すべき情報の全体像（一体的、統合的な企業報

告の全体）を認識した上で、そこから投資家にとって必要な「モジュール（ま

とまった構成要素）」を切り出し、適切なタイミングで提供するという設計

思想である。 
03  「モジュール」に含まれる情報の内容やタイミングの検討に当たっては、

前述の基本的な枠組みを念頭に置くことが重要である。 
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2.3.2 中長期的な企業価値を評価するための情報の充実 
 

04  投資家が中長期的な企業価値を評価するために必要な情報の充実やより

効果的な開示の方法も検討されるべきである。 
05  具体的には、企業の基本的なあり方が、企業の成果や財政状況、持続的な

価値創造といかに結びつくのかが統合的に理解できるような情報開示が求

められている。前述（第二章「3.4.3 情報の有用性と効果的な伝達に関する

論点」）のように、企業のビジョンや経営方針、戦略の方向性、ガバナンス

等の情報、それらと関連して資本効率や経営成果、財務状況に対する経営者

の考え方（MD&A 等）が効果的に伝えられることが重要である。 
06  また、こうした情報がより効果的に伝達されるための方法、企業が投資家

との対話を深めながら自らの判断で開示を充実させるための方策を検討す

ることも課題である。 
 
07  このような方向性に基づいて、年度開示や四半期開示、中長期的な開示を

より良いものとするための具体的方策を提案する。 
 
 

2.4 年度開示のあり方 

 
2.4.1 概観 

 
01  第二章での議論を踏まえ、3 つの制度開示（金商法、会社法、上場規則）

と任意開示について、企業が開示情報を統合的に把握、整理し、目的に応じ

て適切な内容、タイミングの開示を行うための方策を検討すべきである。 
 

02  基本的な考え方は以下のとおりである。 

１） 最終的には、企業が年度で開示する情報の全体像が、制度開示・任意開

示を含め、わかりやすく、まとまった形で整うこと。この際、自社のウェ

ブサイトや統合報告等を活用することも考えられる。 
２） 全体像を構成するモジュールが、時間軸において目的に応じて切り出さ

れ、開示される。2.2 で示した情報の区分や利用者の分析用途を考慮すれ

ば、以下のような基本的な整理が考えられる。 

  ① 確報性が求められる情報開示（監査を伴う決算関連情報等）について
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は、一体的な開示・監査が望ましい。 
  ② その中で、特に即時性が求められる情報開示（決算短信等）について

は、投資家の目線から最低限の情報を絞り込み共通利用を図る。それ以

上の開示については自由度を高め、企業が情報提供の公平性に留意しな

がら、自ら判断し、投資家との対話を通じて充実していく契機とする。 
  ③ 任意開示については、利用者のニーズや開示目的に応じて、制度開示

との関係も意識しつつ、より有用かつ効率的な開示を目指す。 
 
2.4.2 年度開示の全体像とモジュールの検討 

 
03  企業（発行体）、投資家（利用者）、制度関係機関が一同に会し、年度の開

示内容を総合的に分析、検証し、統合的な開示の全体像とそれを構成するモ

ジュールのあるべき姿の検討が行われることが期待される。 
 
04  その際、以下のような観点から検討が行われることが期待される。 

１） 現状の開示実務を基に、決算短信、事業報告・計算書類、有価証券報告

書における開示情報間の重複や相互の関連の明確化。 
この際、それぞれの情報がどのような性質・目的のものか、前述（2.2.2）

で示した情報の区分等を念頭に置きながら、特定していくことが重要。 
２） 重複・類似する開示情報について、相互参照、項目や記述の整理・共通

利用が可能か否かの検討。 

① 実務上、あるいは何らかのガイダンス等によって対応できる範囲を把

握。この際、特に有価証券報告書と比較して決算短信の要請事項には幅

があること、会社法では様式ではなく規則で規定された要請事項を実質

的に満たすことが要請されていることを踏まえ検証。その上で項目調整

等が必要な部分を特定。 
② 特に同一項目で定義や範囲等が異なるものについて、整理・共通利用

が可能な範囲を検討。この際、それぞれの情報開示の有用性やわかりや

すさ、作成に係る負担や効率性、制度における当該項目の要請目的や意

義等を踏まえ検討。 
③ 上述①②の検討を踏まえ、具体的な整理・共通利用の方向性や方法を

検討。 
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2.4.3 時間軸におけるモジュール型開示のあり方 
 

05  前項の検討と合わせ、それぞれの情報が求められるタイミングや信頼性の

程度を踏まえた各モジュールの開示のあり方が検討されることが期待され

る。特に、制度開示のタイミングを時間軸に沿って見る場合、即時性が重視

される情報（決算短信等）、確報性が重視される情報（監査が求められる法

定開示）と任意開示も含むその他の年度開示（アニュアルレポート、統合報

告等）とに分けて検討することが想定される。 
 
１）即時性が重視される情報（決算短信等） 

06  早いタイミングで開示が行われる情報（決算短信等）については、その他

の包括的な開示との関連や諸外国の適時開示（プレスリリース等）のあり方

を参照しつつ、即時的な分析に必要な情報と開示方法について、改めて検討

が行われることが期待される。 

① 最低限一律に開示を求める情報について、現在のサマリー情報及び一

律に記載を要請している事項を再検証。それ以上の開示については企業

の自由度を高め、特に速報性が求められるものを開示する方向で検討。 
中長期的、継続的な企業情報については、上記 2.4.2 の全体像とモジュ

ールの検討を踏まえ、他の開示との関係も含め、短信で求める必要性を再

検討。 
② 確定情報の一体化や監査の一元化、国際的な開示実務も念頭に置きつ

つ、決算短信における信頼性（監査人との関係等）や開示期限に関する

要請についても合わせて検討。 
③ 業績予想については、投資家やアナリスト等の短期化・評価能力への

影響も考慮し、グローバルな開示実態と比較しつつ、企業が開示の要否

や開示する場合の形式を自ら判断することを促進する方策を検討。 
 
２) 確報性が重視される法定開示 

07  確報的な法定開示は、年度開示の時間軸の中でも比較的網羅性が高く、監

査による信頼性の確保を求められる。第二章で示された後発事象等の問題、

有価証券報告書の情報の株主総会前開示に対するニーズ、諸外国の状況等を

踏まえ、以下の事項について検討されることが期待される。 

① 前述（第二章「3.4.5 望ましい年度開示のあり方について」）した以下

の類型も参照しつつ、2.4.2 の検討と合わせて現行の制度体系を前提とし
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た場合の具体的な開示方法について検討。 
a) 組み込み型 
b) 調和・溶け込み型 
c) 統合型 

② これに加え、たとえば、情報の内容に応じて、全体の統合だけでなく、

たとえば有価証券報告書の情報のうち、株主総会における議決権行使の

ために有効な情報を切り出して計算書類・事業報告と統合的に提供する

実務的な方法 
③ 特に事業報告・計算書類等の電子化を促進し、その他の電子化情報を

組み合わせて統合的な開示を実現すべきである。また、これら情報をデ

ータとして活用しやすくすることも重要である。会社法書類の電子化の

促進については後述する（3.6）。 
 
３）任意開示も含む年度開示のあり方 

08 上記のモジュール型情報開示のあり方を検討する際には、年度内に開示さ

れる関連文書のあり方も含めた検証が行われることが期待される。また、ア

ニュアルレポートや統合報告書等、その他の任意開示についても、法定開示

との有効な関連付けを検討することも重要である。 
09  上記 2.4.2 の検討を踏まえ、諸外国におけるベストプラクティスも参照し

ながら、法定開示との連続性や有効な活用方法、投資家にとっての有用性や

わかりやすさ等についての検討や情報共有等が行われることが期待される。 
10   この際、第二章（「3.4.3 情報の有用性と効果的な伝達に関する論点」）で

挙げた論点を念頭に投資家が必要とする情報を効果的に開示するとともに、

情報開示と対話との役割分担と相乗効果を念頭に置くことが重要である。た

とえば、開示情報として一定期間の業績に関する情報とともにこうした業績

に対する経営者の考え方や資本効率、ガバナンスに関する開示を充実し、経

営者と投資家との対話では、これらを前提として中長期的な企業価値向上に

向けた経営方針や戦略等との関係を伝え、相互理解を深めるといったことが

考えられる。 
 
2.4.4 監査の一元化に向けた検討 

 
11  会社法、金商法上の監査についても、第二章で提起された問題を解消する

観点から、法定開示の一体化や株主総会スケジュールの見直し等と合わせ、

可能な限り二つの監査報告書のタイミングを合わせて実質的に一元化を図

る方向での監査対応の検討が、関係団体において行われることが期待される。 
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2.4.5 一体的開示を促進するための実務対応 
 

12  上記検討とともに、実務での対応を促す方策として、関係団体等において、

グッドプラクティスの共有やガイドラインの作成等が行われることが期待

される。また、内容面での一体化、モジュール化とともに、証券取引所等の

電子的な開示インフラの活用も検討されることが望ましい。 
 
 

2.5 四半期開示のあり方 

 
2.5.1 四半期開示の一本化の検討 

 
01  四半期決算短信及び四半期報告書については、開示の効率性や利用者にと

ってのわかりやすさの観点から検討が行われることが期待される。その際、

前述のモジュール型の開示システムの全体像の検討と併せて、四半期情報開

示のあり方を総合的に考える中で、以下のような事項について検討されるこ

とが期待される。 

（ⅰ）四半期短信における参照方式の活用 
  （ⅱ）その際における投資家の四半期情報へのアクセスの容易性への配慮 
 
2.5.2 四半期情報の活用方法に関する検討 

 
02  四半期開示による投資家、アナリスト等の短期情報への反応に過剰な部分

がないか、そのような反応が資本市場にいかなる影響を及ぼしているかを検

証し、問題が認められる場合には、それを是正する方策について、前述の統

合的な開示や中長期的な情報開示のあり方と合わせて検討されることが期

待される。 
 

2.6 中長期的観点からの対話に向けた情報開示 

 
01  企業と長期投資家等が集まる場において、制度開示と任意開示を合わせ、

中長期的な企業価値向上に関する対話を促進するための情報開示について

検討されることが望まれる。具体的な論点としては以下のような事項が想定

される。 



 

121 
 

１） 中期経営計画のあり方 
２） ESG（環境・社会・ガバナンス）情報等の非財務情報、無形資産情報の

開示のあり方 
３） アニュアルレポートや統合報告と中長期的な企業価値との関連 

 
 

３．望ましい株主総会プロセスのあり方 

 
 

3.1 基本的な考え方 

 
01  第二章で示したように、企業と投資家の対話促進という観点から、株主総

会プロセスに関連する課題が指摘されている。企業情報開示のあり方とも合

わせ、株主総会プロセス全体のあり方を改めて考え直すことが必要である。 
 
3.1.1 株主総会の機能と位置づけ 

 
02  株主総会の機能は、概念的に「決定機関（決める場）」としてのものと「会

議体（物理的に会議を開く場）」としてのものに分けられる。また、これに

も関連して、実務的にも株主総会プロセスの位置づけは、「決定」と「対話」

の両側面から捉えられている。 
03  したがって、株主総会のあり方を見直すに当たっては、それぞれの観点か

らより良い姿を検討し、プロセス全体としてのあり方を再検証することが重

要である。 
 
１）決定機関（決める場）としての株主総会 

04  この観点からは、株主総会においてどのような事項を付議すべきかといっ

た点や、議決権行使やそのために必要な情報開示等、株主による意思決定プ

ロセスを円滑にするための方策について、あらためて検討することが期待さ

れる。 
 
２）会議体（物理的に会議を開く場）としての株主総会 

05  第二章で見たように、現状、多くの大企業において株主すべてが株主総会
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に物理的に出席することは不可能な状況にある。また、上場企業においては、

株主総会の開催日時点で、議案の可否が実質的には決定している例も多い。

こうした中、株主総会を会議として開く意義を改めて見直すことが期待され

る。 
 
3.1.2 企業規模等に応じた検討 
 
06  株主総会プロセスのあり方や運用ルールは、企業規模や株式数や株主構

成によって異なるため、一律に考えることは現実的ではない面がある。こう

した点について、上場企業の中でも例えば株主数がそれ程多くない企業と極

めて多い企業等、企業の規模や属性等に応じて適切なあり方や運用ルールを

検討することも重要である。 
 
 

3.2 望ましい株主総会プロセスの方向性 

 
01  株主総会を含めたプロセス全体を企業と投資家との広い意味での対話プ

ロセスの一環として捉えることが必要である。その観点から以下のような方

向性で見直しが行われるべきである。 
 
3.2.1 対話型株主総会プロセスの必要条件 
 
02  日本の株主総会は、どの国に比べても決算後早いタイミングで行われてお

り、かつ 6 月下旬に集中していることから、株主の議案検討や企業との対話

を行うための実質的な期間が十分ではないと認識されている。また、株主に

とって有用な情報が利用しやすい形で提供されることが求められている。 
03  したがって、株主総会プロセスにおける議案検討や対話の質を高める観点

から、以下のような条件を満たすよう、適切な株主総会の日程を設定すると

ともに、有用な情報を効果的に株主に提供することが必要である。 

① 株主総会に向けて、株主が実質的に議案を検討する期間、企業が株主

との事前対話を通じて相互理解を深めるために必要な期間が十分確保で

きること。また、こうした点を意識した書類送付、情報展開、議決権行

使手続等の周辺プロセスの効率化が重要である。 
② 特に、招集通知及び関連情報（下記③）が、株主総会日までの期間を

十分確保できるタイミングで株主に提供されること。グローバルな投資
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家の視点からは、欧米等における通知期間（株主総会の一ヶ月以上前）

を確保することが望ましい。この点は、関係書類の電子化の活用も併せ

て検討が行われるべきである。 
③ 株主が必要とする情報が統合的かつわかりやすい形で提供されること。

この点は、前述 2.4 で述べた年度開示の一体化、モジュール型開示のあり

方と密接に関連する。 
④ 情報の信頼性を確保するため十分な監査期間が確保されていること。

この際、2.4.4 で示したように、異なるタイミングで 2 つの監査報告書が

提出されることに伴う問題解決のため会社法及び金商法の監査報告のず

れを最小化し、実質的な一元化に向けた検討が行われることも念頭に置

くことが重要である。 
 
3.2.2 議案検討や対話の期間確保とプロセス効率化 
 
04  機関投資家等の議決権行使や企業との対話の質を高める観点から、株主の

議案検討・対話のための期間を十分確保するための方策として、まず以下の

取組が行われることが求められる。 

① 議案検討・対話の期間を確保する観点からの株主総会日程の設定 
② 株主総会に必要な情報開示等の電子化促進によるプロセス効率化 

 
3.2.3 意義ある株主総会に向けた環境整備 
 
05  上記に加え、特に決める場としての株主総会プロセスをより意義あるもの

とするため、機関投資家や個人投資家の参加、付議すべき事項や株主提案権

の適切な行使のあり方、総会決議に関する株主との対話内容等のあり方につ

いて、コーポレートガバナンスを巡る対応と合わせ改めて検討することが必

要である。 
 
 

3.3 対話促進のための株主総会日程の設定 

 
3.3.1 コーポレートガバナンス・コードの基本的考え方 
 
01  「コーポレートガバナンス・コードの基本的な考え方」においては、「上

場会社は、株主との建設的な対話の充実や、そのための正確な情報提供等の
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観点を考慮し、株主総会開催日をはじめとする株主総会関連の日程の適切な

設定を行うべきである」とされている。 
02  これに加え、「背景説明」として、有識者会議における議論として、招集

通知や基準日設定、監査証明との関係等が紹介されている。これらの議論は、

本研究会での検討と問題意識を共有する点も多く、企業が株主総会日程を検

討する際の参考として確認されることが期待される。 
 
3.3.2 株主総会日程の制約に対する認識 
 
【現行運用上のスケジュール制約】 
03  第二章で見たとおり、日本の株主総会は、諸外国に比べて決算日からの期

間が短い状況である。そのような厳しいスケジュールの中で、上記 3.2.1 で

示した条件を満たすことが求められる。 
04 第二章で示したとおり、招集通知発送、機関投資家等が実質的に議案を検

討する期間、情報開示・監査等の期間・手続を考えれば、現状、これらの条

件を十分満たしているとは言い難い。言い換えれば、対話促進の観点からこ

れらを満たそうとすれば、現状のスケジュールが制約となる可能性が高い。 
 
【望ましい企業情報開示を実現する上でのスケジュール制約】 
05  さらに、望ましい企業情報開示を実現するため、第二章で示した企業情報

開示や監査上の課題への対応を図ろうとすると、株主との対話を重視する企

業ほど株主総会のスケジュール制約が厳しくなることが想定される。 
06  以下は、一つの想定事例であるが、現状の開示書類作成・印刷・送付に必

要な期間を考えると、決算後 3 ヶ月での株主総会では、対応が難しい。 

① 後発事象等の問題に対応するため、金商法と会社法の監査期間を近づ

け、一元化を目指す。（会社法監査報告日が現状よりも金商法の監査報告

日に近づくこととなる） 
② 投資家が重要視する有価証券報告書の情報（全体又は一部の情報）を

株主総会前に利用できるようにする。（有価証券報告書の情報を総会前十

分な期間を確保して開示） 
③ 招集通知から株主総会までの期間を十分確保する。（2 週間以上。グロ

ーバルには 1 ヶ月以上） 
  

【株主総会までの期間を確保する方法】 
07  株主総会までの期間を確保するための方法として、本研究会では、議決権

行使の基準日を決算日以降の日に定め、その 3 ヶ月以内に株主総会を開催す
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る考え方が示された。 
08  第二章（「4.6 株主総会の議決権の基準日設定の考え方」）で見たように、

本研究会においてはその他の方法も示されたが、株主の議案検討や対話の期

間を確保しようとする企業が、自社の状況・判断に応じて現行制度下でも対

応可能な方法として、まずは基準日と総会日を適切に設定することが望まし

いと考える。 
09  会社法上、議決権行使の基準日を決算日とする必要はなく、3 月決算企業

が株主総会を 6 月末に行う必然性はない。したがって、株主への情報提供の

あり方や検討・対話期間の確保等、広い意味での対話型のプロセスへの転換

を図る観点から、どのような株主総会日や基準日が適切かを再検討すること

が重要である。検討に当たっては、決算日を基準日とする慣行や固定観念か

ら離れ、改めて株主総会スケジュール全体を見直してみることが必要である。

具体的な設定方法については、次項 3.4 において基準日と関連づけて述べる。 
10  また、株主総会日の見直しを行う際の法人税法上の税務申告についても以

下のとおり、制約条件とはならないものと考えられる。すなわち、上場会社

等は、コーポレートガバナンス・コードの適用により、株主との対話促進の

ための株主総会関連の日程の適切な設定が要請されており、基準日を決算日

以降の日に設定することによる株主総会時期の見直しを行った場合、その株

主総会時期が株主との対話促進の観点から相当な時期と認められるときは、

法人税法上の税務申告期限を延長できる特別の事情に該当するものと考え

られる。なお、このような株主総会時期の見直しに伴う税務申告期限の延長

に関する取扱いについては、経済産業省と国税当局との間で上記の方向で調

整を行っており、今後、国税当局において整理される見込みである。 
11  さらに、こうした取組みを促進し、円滑に行うための環境作り等が関係団

体等においてもなされることが期待される。 
 
 

3.4 議決権行使の基準日のあり方 

 
01  株主総会における議決権を有する株主を特定する基準日について、決算日

とは別の日に定める場合には、以下の基本的な考え方に沿って検討されるこ

とが望ましい。 

１） 現状の日本企業の基準日設定慣行（決算日を基準日をする）については、

第二章で述べたように、決算期から株主総会までの期間が「3 ヶ月しかな

く」議案検討・対話の期間が確保できない面とともに、「3 ヶ月もあり」
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株主総会日に既に株主でない者が議決権行使する可能性が高くなる（権利

の空白期間が長くなる）面がある。 
２） 基本的な考え方として、株主総会で議決権行使する株主は、総会日にで

きるだけ近い時点の株主であることが望ましい。 
３） 一方、実務的には、株主名簿の確認や株主への情報提供、議案検討や事

前の議決権行使等のプロセスを考慮すると、株主総会のある程度前には株

主総会に法的に出席する（議決権行使を行う）ことのできる株主を特定し

ておくことが必要となる。 
４） したがって、第二章（「4.6 株主総会の議決権の基準日設定の考え方」）

で示した諸外国における制度や実務を参照しつつ、上記２）の原則の下で

どのような基準日設定が望ましいのか、各企業があらためて検討し、適切

な株主総会スケジュールの設定を行うことが望まれる。 
５） たとえば、日本と類似の基準日制度を有する米国においては、株主総会

の開催日の約 2 ヶ月前に基準日が設定されている。これも一つの参考とし

た場合、以下のような検討が考えられる（3 月決算の企業で、現在と同様

のタイミング（6 月上旬）での招集通知の発送を前提とした場合）。 

① 株主の議案検討や対話の期間を確保するため、7 月下旬に株主総会を開

催すると決めた場合（この場合、招集通知期間を 1 ヶ月以上確保するこ

とができる） 
i) 5 月末に議決権の基準日を設定した場合、基準日と総会日の間隔を 2
ヶ月程度（米国並み）とすることができる。 

ii) 4 月末に議決権の基準日を設定した場合、基準日と総会日の間隔は現

状と同程度となる。 
② 同様に、株主総会を 7 月上旬に開催すると決めた場合（この場合でも、

招集通知期間を現状よりも確保することができる） 
  i) 5 月上旬に議決権の基準日を設定した場合、基準日と総会日の間隔は

2 ヶ月程度（米国並み）となる。 
  ii) 4 月上旬に議決権の基準日を設定した場合、基準日と総会日の間隔

は現状と同程度となる。 

６） また、こうした取組みを促進し、円滑に実現するための環境作り（実現

に向けた実務上の課題の存否や対応策の検討も含む）が、関係団体等にお

いてもなされることも重要である。 
７） さらにこのような取組みを経て、株主との対話を促進し、その声を反映

するための株主総会日程や基準日を設定する企業が増え、ベストプラクテ

ィスが形成されていくことが望まれる。 
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3.5 配当の基準日のあり方 

 
01  日本の上場企業の実務においては、決算日を配当基準日としている。しか

しながら、配当基準日についても（議決権行使基準日と同様）、決算日でな

ければならない必然性はない。これに対し、諸外国の企業では、配当決議後

に基準日を設定している例が多い。第二章で述べたとおり、日本の配当基準

日の設定慣行では、既に株主でない者が配当決議を行い、配当を得ることが

可能な仕組みとなっており、インセンティブの歪みが指摘されている。 
02  したがって、今後、企業の資本政策や資本市場のあり方を検討する中で配

当の基準日を諸外国のように株主総会後に設定することの是非も含め、適切

な方法が模索されることが望ましい。一方、実務的には、株主名簿管理や株

主関連の庶務の観点等から、議決権行使の基準日と同じ日にすることの事務

上の効率性も指摘されており、当面、それらも含めた検討がなされることを

期待する。 
 
 

3.6 電子化の促進 

 
01  株主総会プロセスにおける電子化は、株主の議案検討や企業との対話の実

質的な期間を確保する観点だけでなく、統合的な情報開示を行う上でも極め

て重要である。以下、特に株主総会に関係する電子化として、①招集通知関

係情報の早期（発送前）Web 開示、②招集通知関係書類の電子化、③議決権

行使の電子化を促進すべきことを提案する。 
 
3.6.1 招集通知情報の発送前Web開示 

 
02  招集通知情報の早期（発送前）Web 開示は、株主の検討期間確保の観点か

らも有益である。これは、法的に求められる正式な招集通知及び添付資料そ

のものではなくその情報を事実上開示するものとして、その円滑な実施を促

進すべきである。 
 
１）コーポレートガバナンス・コードの基本的考え方 

03  「コーポレートガバナンス・コードの基本的な考え方」においては、「上

場会社は、株主が総会議案の十分な検討期間を確保することができるよう、
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招集通知に記載する情報の正確性を担保しつつその早期発送に努めるべき

であり、また、招集通知に記載する情報は、株主総会の招集に係る取締役会

決議から招集通知を発送するまでの間に、TDnet や自社のウェブサイトによ

り電子的に公表すべきである」とされている。 
 

２）早期Web開示の位置づけの明確化 

04  早期 Web 開示については、実務的な課題として、株主への発送以前に一

般に情報を開示することや正式な招集通知までに情報を変更する場合の取

扱い等について問題提起がなされた。この点については、あくまで法定開示

でなく任意開示であることは明確であり、変更も含めて特段問題なく対応可

能と考えられる。（その際、当該変更が適時開示事項に該当する場合には、

適切な開示を行うべきことは言うまでもない） 
 
３）電子化情報の活用について 

05  招集通知関連書類の電子化で求められるのは、本来書類ではなくその内容

である情報である。したがって、前述の企業情報開示の総合的な見直しを踏

まえ、決算資料や有価証券報告書、アニュアルレポート等、その他の（電子

的）情報との関連も含めて、統合的な情報開示を実現する観点が重要である。 
 
3.6.2 招集通知関係書類の電子化の促進等 

 
06  株主の議案検討プロセスの効率化、情報提供の質向上の観点から、招集通

知関連資料（計算書類・事業報告等）の電子化の更なる促進を図るべきであ

る。 
 
１）任意開示も含む電子化によるみなし適用の活用 

07  今般の法務省令（会社法施行規則）改正により電子化によるみなし提供の

範囲が広がり、またそれ以外の情報についても任意で Web 開示が可能であ

ることの確認規定が定められたことも受け、これを最大限活用して株主の議

案検討を円滑にするための各企業における実務的な工夫が期待される。 
08  こうした点に関連して、本研究会においては、たとえば、以下のような事

項が挙げられたが、株主との対話を通じてニーズを把握しながら改善が行わ

れることが重要である。 
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①  他の開示情報も含む Web 上の開示情報の整理 
②  株主が参照しやすいファイル提供の方法（関連書類の一元ファイル化） 
③ （みなし提供できる範囲を超える部分について）株主が電子化に同意

しやすくなるインセンティブを高める工夫 
④ 電子情報を一元的に取得できるプラットフォーム 等 

 
２）招集通知関連書類の原則電子化に向けた検討 

09  本研究会においては、米国における「Notice＆Access」制度なども参照し

つつ、招集通知関連書類の提供は原則として電子的に行い、希望する株主に

対して書面で送付を行うような形が望ましいのではないか、との意見もあっ

た。上記の実務的な工夫等の進展状況、グローバルな機関投資家の視点、IT
の普及・インフラ整備状況、個人投資家の状況等も踏まえ、このような更な

る電子化の活用の是非や実現可能性等について検討をすることが考えられ

る。 
 
3.6.3 議決権行使の電子化の促進 

 
10  議決権行使プロセス全体を効率化するため、関連書類の電子化とともに以

下のような議決権行使における電子化の促進についての検討が期待される。 

１） 我が国の議決権行使プロセスの基盤インフラの 1 つとして、議決権行使

電子プラットフォーム（ICJ）を活用しやすくするための方策の検討。 
２） グローバルな機関投資家が活用している議決権行使のための電子的プラ

ットフォームの状況を踏まえ、議決権行使プロセス全体の電子化を促進す

るための課題と方策を関係団体等において検討。 
 
 

3.7 名義株主以外の機関投資家等の株主総会参加への対応 

 
01  名義株主となっていない機関投資家等で、株主総会に出席する合理的な理

由が認められる者が、名義株主から代理権の授与を受けて株主総会への参加

を望む場合の考え方や対応についての検討が期待される。 
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１）コーポレートガバナンス・コードの基本的考え方 

02  この点に関連して、「コーポレートガバナンス・コードの基本的考え方」

においては「信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等が、株主総会

において、信託銀行等に代わって自ら議決権の行使等を行うことをあらかじ

め希望する場合に対応するため、上場会社は、信託銀行等と協議しつつ検討

を行うべきである」とされている。 

03  本研究会としては、このような対応も含め、企業や信託銀行等における対

応が円滑になるための方策として、以下のような検討がなされることを期待

する。 
 
２）総会出席に関する課題や方策の検討 

04  株主総会への参加について、具体的にどのような要請があるのか、たとえ

ば、傍聴・オブザーバー参加、質疑応答、議決権行使（法的な権利行使を伴

う「出席」）等を確認することが重要である。その上で、企業側がそれらに

適切に対応するための課題（法的リスク、実務上の問題等）や方策は何かな

どについての検証が望まれる。 
 
３）実務対応に関するガイダンスの策定 

05  上記２）を踏まえ、関係団体等において、実務上の対応についてのガイダ

ンスの策定が望まれる。たとえば、以下のような事項が想定される。 

① 名義株主から代理権の授与を受けた者（かつ、名義株主ではない者）が

総会出席を求める場合の考え方の整理、名義株主の適切な代理であること

の証明、申出期間の設定等を含めた事前の手続き等、企業における基本方

針の策定の参考になるもの 
② 名義株主としての信託銀行・常任代理人等において実質株主が代理とし

て総会出席する場合の手続きのあり方 
 

４）定款のあり方について 

06  上記の検討を踏まえ、現在名義株主に代わって代理出席できる者を株主に

限っている定款の解釈等についても必要に応じて検討がなされることも考

えられる。 
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3.8 個人株主を意識した株主総会プロセスや対話のあり方 

 
01 前述のとおり、個人投資家はインベストメント・チェーンにおける最終的

な受益者であり、企業と機関投資家は、受託者責任等を通じて個人につなが

っている。株主総会プロセスや対話のあり方を考える上でも、このような背

景を認識することが重要である。 
02  特に個人株主は、機関投資家と違って企業と直接対話する機会が少ないこ

と、経営者の姿勢等の非言語情報が得られることなどから、株主総会プロセ

スを重要な対話の機会として捉えている。また、継続的な投資判断を行う上

で企業を全体的に理解するための情報開示を重視している。 
03  企業と投資家の対話を深める際には、議決権行使比率の向上も含め個人株

主を意識した株主総会の運営やそれ以外の場での対話のあり方、個人投資家

にとってもわかりやすい情報開示のあり方について検討がなされることが

重要である。特に前述したモジュール型の統合的な企業情報開示は、個人投

資家にとっても効果的な情報となることが考えられるが、これとともに様々

な個人投資家がどのように情報を入手し、読んでいくかという投資教育の定

着を図っていくことも重要である。 
04  株主総会プロセスについても、たとえば、個人株主が参加しやすい総会日

の設定や個人株主を念頭に置いた説明会の実施、株主総会や説明会の動画掲

載等、個人株主が株主総会プロセスにおける決定、対話の両側面に関わるた

めの方策が検討されることが期待される。 
 
 

3.9 株主総会の決議事項や株主提案権について 

 
3.9.1 株主総会の決議事項 

 
01  第二章で見たように、本研究会では株主総会において付議する事項のあり

方についても議論が行われた。 
02  こうした議論も踏まえ、決定機関としての株主総会において付議する事項

については、監督機関としての取締役会との関係や各種委員会等の採用の可

能性等の各企業の状況も踏まえ、諸外国の状況も参考にしつつ、対話を促進

する観点から適切なものとなっているかといった観点からも、あらためて実

務的な見直しや検討が行われることが重要である。 
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3.9.2 株主提案権 
 

03  株主提案権の適切な行使のあり方について、以下のような考え方を基本と

しつつ、株主と企業の適切な対話を促進する観点から検討が行われることが

望まれる。 

１） 株主提案権は、株主の意向を反映するための重要な方法として、適切に

活用されることが重要である。 
２） その観点から、株主提案権が（株主の共益権として）有効に機能するた

めの適切な行使のあり方等について、現在の行使状況や諸外国の状況も参

考にしつつ、今後、実務的な検討が行われることも重要である。 
 
 

４．企業と投資家の対話促進に向けた意識と行動 

 

4.1 企業と投資家の対話のための制約 

 
01  本研究会においては、企業が株主と株主総会に至る事前プロセスにおいて

対話を深める上での制約や懸念等が示唆されている。また、対話に関する「セ

ーフハーバー」のようなものが検討されるべきとの問題提起がなされた。 
02  このような懸念については、まず対話に関わる実務者、特に企業経営者や

投資家の実務上の問題を把握することが重要である。また、それぞれについ

て、こうした懸念の根拠等について個々に検証することが必要である。これ

に関し、たとえば、スチュワードシップ・コード策定時に対話促進の観点か

らインサイダー規制等の法規制に関する解釈等が示されていることが確認

された。 
03  また、同コードの策定過程において大量保有報告制度等に係る法的見解が

整理・公表されたように、それぞれの制度との関連において、セーフハーバ

ーのようなものも念頭におきつつ明確化を積み重ねていく努力が行われる

ことが重要である。 
 
 
 



 

133 
 

4.2 企業と投資家の対話に向けた意識と行動 

 
01  良質な対話は、相互理解を促進するとともに企業価値を高め、企業と長期

志向の機関投資家の双方に利益をもたらすことができるものであるという

共通認識の醸成が重要である。 
02  企業にとって、対話の目的は、投資家の理解と支持を得て、持続的成長や

中長期的な企業価値向上に向けた原資を確保することであり、投資家と目標

達成に向けた方向性を共有することが必要である。 
03  特に機関投資家にとっては、顧客利益最大化の観点から、投資先企業の企

業価値向上や持続的成長に貢献し、より良い議決権行使の判断や投資判断を

行うことが対話の目的である。 
04  企業と投資家の対話を持続的な企業価値創造につなげるためには、双方の

見識や実力を高めることが不可欠である。このような観点から、今後、企業

や投資家の様々な対話の場を活用して、このような動きが促進されることが

期待される。 
 
 

4.3 対話支援産業の役割 

 
01  信託銀行や証券代行、弁護士、コンサルタント、アナリスト等、株主総会

プロセスに関わる「総会支援産業」においても、より対話を促進する方向に

重点を置いた取組みが求められる。すなわち株主総会プロセスを含む対話全

般を支援する「対話支援産業」として、以下の点も含む一層の役割強化が期

待される。 

１）企業と投資家が対話を行うための期間を確保するためのプロセスの徹底的

な効率化。企業の株主構成や事業活動のグローバル化の中で、国際的に最

も高い水準での対話が行えるための環境を実現することが求められる。 
２）企業と投資家の相互理解を深めるため、情報媒介者として短期的な情報に

過度に反応することなく、中長期的な企業価値に関する情報を求め、分析・

評価し、個人も含む投資家が適切に評価できるような形で提供する役割が

今後ますます重要となる。 
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（参考）委員名簿 

 
１．持続的成長に向けた企業と投資家の対話促進研究会 
 

（敬称略・五十音順） 
＜座長＞ 伊藤 邦雄 一橋大学 大学院商学研究科 教授 

   

＜委員＞ 稲葉 章代 三井住友信託銀行株式会社 リサーチ運用部シニアアナリスト  

 引頭 麻実 株式会社大和総研 常務執行役員 調査本部副本部長 

 岩間 陽一郎 一般社団法人 日本投資顧問業協会 会長 

 上田 亮子 株式会社日本投資環境研究所 調査部主任研究員 

 内野 州馬 三菱商事株式会社 常務執行役員 

 大場 昭義 東京海上アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長  

 尾崎 安央 早稲田大学 法学学術院 教授 

 神田 秀樹 東京大学 大学院法学政治学研究科 教授 

 斉藤 惇 株式会社日本取引所グループ 取締役兼代表執行役グループＣＥＯ  

 佐久間 総一郎 新日鐵住金株式会社 副社長 

 佐藤 和夫 日本生命保険相互会社 財務企画部長 

 佐藤 淑子 一般社団法人 日本 IR協議会 事務局長 

 スコット・キャロン いちごアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長  

 高山 与志子 ジェイ・ユーラス・アイアール株式会社 取締役 

 武井 一浩 西村あさひ法律事務所 弁護士 

 冨山 和彦 株式会社経営共創基盤 代表取締役ＣＥＯ 

 中川 順子 野村ホールディングス株式会社 執行役員 

 野村 浩子 淑徳大学 表現学科教授 

 深澤  徹 東レ株式会社 取締役 財務経理部門長 

 松本 大 マネックスグループ株式会社 代表執行役社長 

 森 公高 日本公認会計士協会 会長 

   

＜幹事＞ 坂本 三郎 

竹林 俊憲 

法務省 大臣官房 参事官（第 1～3回） 

法務省 民事局 参事官 （第 4回） 

 油布 志行 金融庁 総務企画局 企業開示課長 
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２．株主総会のあり方検討分科会 
 
 

（敬称略・五十音順） 
＜座長＞ 尾崎 安央 早稲田大学 法学学術院 教授 

   

＜委員＞ 安藤 聡 オムロン株式会社 執行役員 経営 IR 室長 

 石田 猛行 インスティテューショナルシェアホールダーサービシーズ株式会社代表取締役  

 岩崎 貢 日本生命保険相互会社 株式部長 

 岩田 直樹 野村アセットマネジメント株式会社 企業調査部 シニア・アナリスト  

 上田 亮子 株式会社日本投資環境研究所 調査部主任研究員 

 江良 明嗣 ブラックロック・ジャパン株式会社 運用部門 ヘッド・オブ・コーポレートガバナンス ヴァイスプレジデント  

 澤口 実 森・濱田松本法律事務所 弁護士 

 島田 明 日本電信電話株式会社 取締役 

 高山 与志子 ジェイ・ユーラス・アイアール株式会社 取締役 

 武井 一浩 西村あさひ法律事務所 弁護士 

 田中 亘 東京大学 社会科学研究所 准教授 

 鶴岡 正人 みずほ信託銀行株式会社  株式戦略コンサルティング部長 

 永池 正孝 全国株懇連合会 理事長 (株式会社バンダイナムコホールディングスコーポレートコミュニケーション室 ゼネラルマネージャー)  

 中川 順子 野村ホールディングス株式会社 執行役員 

 松井 秀征 立教大学 法学部法学科 教授 

 松本 大 マネックスグループ株式会社 代表執行役社長 

 安井 良太 株式会社東京証券取引所 上場部長 

 山田 治彦 日本公認会計士協会 副会長 

   

＜幹事＞ 坂本 三郎 法務省 大臣官房 参事官 

 油布 志行 金融庁 総務企画局 企業開示課長 
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３．企業情報開示検討分科会 
 
 

（敬称略・五十音順） 
＜座長＞ 伊藤 邦雄 一橋大学 大学院商学研究科 教授 

   

＜委員＞ 秋葉 賢一 早稲田大学 商学学術院 大学院会計研究科 教授 

 稲葉 章代 三井住友信託銀行株式会社 リサーチ運用部シニアアナリスト  

 引頭 麻実 株式会社大和総研 常務執行役員 調査本部副本部長 

 内野 州馬 三菱商事株式会社 常務執行役員 
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 北川 哲雄 青山学院大学 大学院国際マネジメント研究科 教授 

 久保 誠 株式会社東芝 取締役 

 熊谷 五郎 みずほ証券株式会社 企画グループ経営調査部上級研究員 

 佐藤 淑子 一般社団法人 日本 IR協議会 事務局長 

 三瓶 裕喜 フィデリティ投信株式会社 ディレクターオブリサーチ 

 関根 愛子 日本公認会計士協会 副会長 

 野村 浩子 淑徳大学 表現学科 教授 

 早川 知佐 カルビー株式会社 執行役員 IR 本部長 

 深澤  徹 東レ株式会社 取締役 財務経理部門長 

 藤田 晶子 明治学院大学 経済学部 国際経営学科 教授 
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＜幹事＞ 坂本 三郎 法務省 大臣官房 参事官 

 油布 志行 金融庁 総務企画局 企業開示課長 
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