
 

平成 27 年 4 月 23 日 

 

「持続的成長に向けた企業と投資家の対話促進研究会」報告書を 

取りまとめました 

 

経済産業省が昨年 9 月に立ち上げた｢持続的成長に向けた企業と投資家の対話促進

研究会｣において、このたび報告書を取りまとめました。報告書では、企業と投資家が質

の高い対話を通じて相互理解を深め、中長期的な企業価値創造を行うための環境づく

りを提言しています。具体的には、統合的な企業情報開示や中長期の投資判断に有用

な情報の充実、対話型の株主総会プロセスに向けた日程の設定や電子化の促進等、

「対話先進国」に向けた方策が示されています。 

 

1．提言の内容 

本報告書では、企業と投資家（株主を含む）が対話を通じて相互理解を深め、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、国際的に見ても

質の高い対話環境を目指すべきとしています。このため、対話環境を形づくる様々な

要素、たとえば企業情報開示や監査、株主総会の日程や付議事項、電子化の促進等を

総合的に検討し、全体最適を図るための方策を提案しています。特に、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作用、相

乗効果を高めることの重要性を指摘しています。 
このような認識の下、本報告書では、以下のような方策が示されています。 
 
1) 一体的・統合的な企業情報開示 ～「モジュール型開示システム」の実現～ 
本報告書では、投資家にとって有用な情報をより効果的かつ効率的に提供するため、

金融商品取引法、会社法、上場規則に基づく制度開示や任意開示を企業が統合的に行

うための方策を提案しています。そのための基本的な設計思想として「モジュール型

開示システム」という考え方が示されています。すなわち、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

な情報の「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

供するという考え方です。 
本報告書では、その実現に向けて、企業、投資家、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モジュールの検討を行

うための具体的なステップを示しています。これと併せて監査の実質的な一元化や四

半期開示の一本化等の検討も提案しています。 
 
2) 中長期的な企業価値評価・分析のための情報の充実 
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

示方法の検討を提案しています。企業のビジョンや経営方針、戦略やガバナンス等が、

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を統合的に理解でき

るような情報開示の重要性が指摘されています。 



 
本報告書では、企業と投資家等が集まる場において、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として、中期経営計画や ESG（環境・社会・ガバナ

ンス）情報の開示、統合報告のあり方等を検討することを提案しています。 
 
3) 対話型の株主総会プロセスへの転換 
本報告書では、株主総会に至るプロセス全体を企業と投資家の対話の一環として捉え、

以下のような見直しを提案しています。 
 
① 株主の議案検討と対話のための適切な日程設定と情報提供 
日本の株主総会は、諸外国に比して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、株主の実質的な議案検討や企業との対話を行うための

期間が十分ではないと認識されています。また、株主が必要とする情報が早く利用し

やすい形で提供されることが求められています。 
本報告書では、株主総会に向けて、株主が議案検討や企業との対話を通じて理解を深

めるために十分な期間の確保と適時かつ充実した情報を入手するための方策を示し

ています。具体的には、「対話型株主総会プロセス」を実現するための必要条件（期

間や情報提供のあり方等）を示すとともに、総会日程やその前提となる議決権の基準

日の設定を見直す際の考え方や方法を明らかにしています。 
 
② 電子化の促進 
本報告書では、株主の議案検討や対話期間を確保し、プロセス全体を効率化するとと

もに、統合的な情報開示を実現する観点から、株主総会プロセスにおける電子化の促

進を提言しています。具体的には、①議案や招集通知に添付する書類（招集通知関係

書類）の情報の早期（発送前）Web 開示、②招集通知関係書類の電子化、③議決権行

使の電子化のそれぞれを促進すべきことを提案しています。 
 
③ 株主の参加の円滑化等、意義ある株主総会に向けた環境整備 
本報告書では、機関投資家や個人株主が株主総会に参加しやすくするための方策等に

ついて提言しています。たとえば、「名義株主以外の機関投資家等」が株主総会に参

加する場合のガイダンス策定を提案しています。また、議決権行使比率の向上も含む

個人株主を意識した総会運営、それ以外の機会も含む対話や情報開示を検討すべきこ

とを示しています。 
さらに、本報告書においては、株主総会への付議事項や株主提案権の適切な行使のあ

り方を考える際の検討事項も提示されています。 
 
4) 企業と投資家の意識と行動、対話支援産業の役割 
本報告書では、企業と投資家が対話に向けた共通認識を醸成し、双方の見識・実力を

高めることの重要性を指摘しています。その上で、企業経営者や投資家が対話を深め

るための懸念や問題等を把握し、それぞれの根拠等について検証し、明確化を積み重

ねていくべきことを提案しています。 
また、信託銀行や証券代行、弁護士、コンサルタント、アナリスト等が、企業と投資

家の対話全般を支援する「対話支援産業」としてそれぞれの役割を一層強化すること

への期待が表明されています。 



 
2．本研究会の背景 

平成 26 年 6 月 24 日に閣議決定された「日本再興戦略」改訂 2014 においては、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

を掲げています。 

その背景としては、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、資本コストを意識したコーポレートガバナンスの強化、持続的な企

業価値向上が重要との認識があります。 

このため、企業自身の取り組みはもとより、様々な投資主体による長期的な価値創造に向

けた「インベストメント・チェーン（投資収益を最終的に家計まで還元する一連の流れ）」を強

化することが重要な政策課題として挙げられています。一連の取組は、経済の好循環を促

すとともに、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という課題への対応

でもあります。 

 

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、共に持続的成長を目指

すことが不可欠であり、「日本再興戦略」改訂 2014 では、「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」を取り組むべき施策として掲げています。 

 

「持続的成長に向けた企業と投資家の対話促進研究会」は、その一環として、平成 26 年 9

月に設置され、企業経営者、投資家、市場関係者、有識者、関係団体や関係省庁等の参

加の下(※)、企業と投資家との対話のあり方について、4 回にわたり幅広い観点からの議

論を行いました。 

さらに研究会の下に「企業情報開示検討分科会」と「株主総会のあり方検討分科会」を設置

し、グローバルな観点から見た現状や課題、望ましいあり方について、それぞれ 7回会合を

開催して、集中的な検討を行いました。 

 
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・目的を共有する施策等も視野に入れて行わ

れました。特に、①「日本版スチュワードシップ・コード」、②「コーポレートガバナンス・コード」

という二つの「コード」、③「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」最終報告書(伊藤レポート)との関連が明確に意識されており、本報告書にも

反映されています。 

 

※ 研究会、分科会の参加者については別紙を参照下さい。 
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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  

 岩間 陽一郎 一般社団法人 日本投資顧問業協会 会長 

 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 

 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 

 
  

別 紙 



 
 
 
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 執行役員常務 グローバル IR・コーポレートコミュニケーション本部長  

 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 

 
  



 
 
 
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 

 小野 行雄 企業会計基準委員会（ASBJ） 委員長 

 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 

 安井 良太 株式会社東京証券取引所 上場部長 

 弥永 真生 筑波大学 ビジネスサイエンス系 教授 

 山田 俊浩 明治安田アセットマネジメント株式会社 コンプライアンス・オフィサー 兼 コンプライアンス・リスク管理部長  

   

＜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 

 
 


