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１．検討に際しての視点・切り口について 
 

●同じ株主総会といっても、成長戦略で議論が必要な一定規模の

上場企業（例えば株主が１万人を超えるような企業）の株主総

会と、そうではない中小規模の株主総会とでは大分違いがある

のでないか、その違いに基づいた運用が出来ているのか、とい

った観点からの議論が必要。 
●株主総会には二つのフェーズがあり、株主が何を決めるかとい

う権限に関する側面と、いつどのような形で決めるかという、

会議を開いてものを決める側面があり、これらは分けて議論す

べき。 
 ●開示書類の統一、日程、電子化は関連するので、三位一体で検

討する必要。すなわち、開示資料を統一し、金商法の開示資料

を株主総会の開示資料として利用する場合、現行のスケジュー

ルでは対応が難しくなるため、日程を後ろ倒しに出来ないかと

いう議論に繋がっていく。また、開示書類の電子化に際しても、

株主の求めがあれば書類での送付が必要となる場合には、その

対応期間が必要であり、やはり相応の期間が必要ということに

なる。 
 ●法律の建付けの比較だけで分からないこともある。米国の経営

者は多数の株式を持っていることが多く、経営者が株主の立場

に立った考え方をすることが多い一方、日本では、経営者が株

主であることは必ずしも多くない。こうした背景も考慮した上

での検討が必要。 
 
 
２．定時株主総会は何を議論し、何を決める場なのか 
 

●株主総会で議論することが多すぎないか、又は、他に議論すべ

きことは無いか等の株主総会の根本的な部分を検討する必要。 
●日本では株主が非常に決定権限を強く持っており、特に、定款
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に留保すれば何でも決められる点は日本の会社法の特徴的な部

分。定款に何処まで留保できるかと言うことも含め、株主総会

の権限をスリム化していくという点について、検討の対象とし

てはどうか。 
●法制度全体の仕組みとして、もう少し、スーパーバイザリーボ

ードに任せる部分が必要で、日本の会社法の建て付けで今まで

何でも株主総会に投げていたところを変えていく必要があるの

ではないか。 
●株主総会の決議事項が広いという問題は、定款が１つしかない

という点に起因する部分もあるはず。定款を二層化させ、総会

で決める定款と、欧米のように、スーパーバイザリーボードで

決める定款とを分けていくことも考えられないか。 
●取締役会又は取締役の業務執行に関する権限について、株主と

の関係でどのように考えるか。取締役会又は取締役の権限は、

株主総会から委譲されたものと考えるか、少なくとも一定規模

会社の場合は、会社経営は経営の専門家である経営者に委ね、

株主総会は基本的に介入できないと考えるか。 
 
 
３．定時株主総会の開催日について 

 
（１）開催日の分散 

 
●総会の集中の回避と、招集通知の早期発送を機関投資家として

希望。 
●株主総会の開催日の集中日を避ける努力が企業側で不足してい

ないか。 
●株主総会が分散されると、本当に、機関投資家は株主総会に出

席するようになるかに疑問がある。 
●株主総会が機関投資家にとって対話の場になっているかという

と、実際は対話の場になっていない。株主総会の日程が分散さ
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れても、コスト、ベネフィットで考えると、参加に価値を見出

す人は少ないのではないか。 
 
（２）開催日の見直し 
 
●招集通知を早く発送するため、監査報告書も早く入手するスケ

ジュールとなると、結果として開示情報の作成期間が縮まり、

信頼性ある情報提供という点から懸念あり。むしろ、議決権行

使のための十分な検討期間の確保のためには、6 月末総会を基準

に考えるべきではなく、フレキシブルに遅らせることを検討す

べき。 
●6 月中に分散化しても、結局は従来よりも議決権行使の期限が前

倒しになるだけでメリットがないため、７、８月まで延長でき

る制度が望ましい。 
●総会開催日を決算後３ヶ月から４ヶ月に延長していく動きにつ

いては、企業として選択肢が増えること、会場確保の問題も減

ることから、特段反対する理由はない。しかしながら、基準日

を延長し、（3 月決算会社について）7 月開催を可能にすること

が対話促進に資するのかは議論が必要ではないか。 
●株主総会の日程を延ばすことだけが、対話の促進に繋がる方法

ではない。決算が終わり、早目に株主総会を開くという考え方

があっても良い。 
●株主総会の開催日や基準日が変わった結果、配当諸手続の準備

期間が３ヶ月よりも短くなると、代行事務が時間的に厳しくな

る。 
●定時株主総会の開催、配当金の受け渡し等において、銀行、信託

銀行、印刷会社等の関係者が多く、株主総会の分散化については、

関係者のシステム構築やスキーム構築等を考慮する必要がある。 
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４．議決権行使に係る基準日について 
 

●株主総会の日よりも 3 ヶ月前の株主に、議決権を行使させてい

るということは、相当多くの株主は総会日に株主でないのに決

議に参加していることになり、配当議案について言えば、他人

の財布からお金を持っていくことの決議をしているのと同じで、

非常に問題。安定株主比率の減少と共に、問題が現実化してい

くはず。 
●基準日の問題と株主総会の問題については、本来的には株主総

会日に株式を持つ人が株主総会に出席すべき。そうした観点か

ら、基準日と株主総会の開催日は出来るだけ詰めた方がいいの

ではないか。 
●基準日を総会日に近づけようとした場合、アメリカ式に招集通

知を受け取る株主と議決権を行使する株主を同じにするか、そ

れともヨーロッパ式に、そこは分けても構わないとするか、検

討が必要。 
●現在、配当基準日と議決権基準日が同じであるが、これにより

生じている効率性があり、これらの基準日を分けてしまうと、

複数回の郵送や属性確認など、事務手続の増加という点への検

討が必要。 
 ●基準日の変更に際しては、3 月末の決算日の人が配当をもらえる

という社会通念と経営陣・マネジメントボードが 7 月にかわっ

ていいのかという社会通念を変えることが出来るかがポイント

となるのではないか。 
 
 
５．現行の定時株主総会のプロセスについて 
 
（１）提出される資料 
 

●株主総会では、開示情報に基づく質疑応答が行われているため、
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開示情報の内容、発信タイミング、情報の信頼性が重要。 
●会社法と金商法の 2 つの制度による情報開示は、作成者・利用

者双方にかなりの負担になっており、かつ、発信タイミングが

異なることから生じる時の経過への対応の問題（後発事象の問

題）がある。 
●金商法の開示を受けている企業やその株主・投資家にとって、

本当に二元の情報が必要か。似たような情報がフォーマットの

違う形で提供されており、作る側にも見る側にもかえって見づ

らくなっていないか、検討する必要。 
 
（２）定時株主総会当日までのプロセス 
 

●年間を通じて投資家との継続的・積極的な対話を実施している

日本企業もいるが、海外の企業との比較では、株主総会開催日

の集中度が高く招集通知から株主総会開催日までの期間が短い

ことから、日本企業は投資家との間の対話に熱心ではないと海

外からは評価されてしまっており、残念。 
●株主総会における議決権行使の意思決定のための時間が十分で

はない。 
 ●一定規模以上の上場会社の場合、株主総会前の議決権行使によ

り、総会前日までに議案の賛否は決している。事前の議決権行

使の局面で如何に対話をしていくのか、情報開示をしていくの

かがより重要。 
 ●株主総会前に、企業と株主がコミュニケーションをとり、議案

を作成する際に、そのコミュニケーション結果を反映させると

いうことが重要なのではないか。 
 
（３）定時株主総会当日 
 

●株主総会は、重要な場であると認識。機関投資家の中には総会

に参加することに意義があるという人おり、例えば、社長がど
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う振る舞うかを見ている。総会が大切でないと最初から認識し

てしまうと、企業の総会運営がますます形式主義に陥ってしま

うため問題。 
●通常、出席株主数は、全株主数の１％程度であり、５％出席す

ると会場の確保も含め会議が成り立たない状況。そのような株

主総会を会議体と位置づけてルールを考えていくには限界があ

るのではないか。 
●機関投資家の立場からは、株主総会が対話の場というよりも、

株主総会前の平時のコミュニケーションが対話の場となってい

る。 
●英国では、機関投資家（実質株主）が株主総会に多く出席して

いるという調査結果がある。株主名簿に出てこない機関投資家

が、株主総会に出る機会が確立されれば、株主総会を通じて対

話が促進されるのではないか。そのために、どのような仕組み

が必要か検討してはどうか。 
 
 
６．定時株主総会における議決権行使について 
 
（１）想定される株主 
 

 ①個人株主 
 
●企業の株主は法人・ファンド・個人・財団・国であるが、最終

的な受益者は、個人に帰結するため、最終受益者である個人を

念頭に考えるべき。 
●株主総会を含め、企業が株主とコミュニケーションをとる際に、

どのように文章を記載するかが重要であり、最終的な受益者で

ある個人が分かるような平易な文章にすべき。 
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 ②機関投資家 
 
 ●個人と機関投資家については、その関心事や株主総会への出席

の割合も異なっており、やはり両者を分けて議論した方がよい。 
 

 ③海外投資家 
 
●日本の全体的な株主構成をみると、筆頭株主の約 30%が外国法

人という実情もあることから、海外と比較して、同じ制度にし

なくとも、違和感がなく議決権行使できるような制度にすべき。 
●海外からどう見られるかという視点が必要。複雑な議論を行っ

ても、海外投資家には、最終的に伝わらない可能性があるため、

単純・明快なメッセージが必要。 
 
（２）議決権行使に際して必要な情報 
  

●会社法、金商法の 2 つの制度による開示情報ではなく、重複し

た情報は１つに絞った上で、内容の充実を図るべき。 
●有価証券報告書について、株主総会で活用したい。現状だと間

に合わないケースが多いということは理解しているが、この点

については、改めてどのようにすればそれが可能になるのか、

検討を進めてはどうか。 
●サステナビリティの観点と ROE 等資本生産性の情報が重要で

あり、投資先企業には、目標値やその達成状況、達成するため

の手法、経営の体制を説明して欲しい。 
●取締役の選解任について、どのような情報が必要かという点に

ついては、どのような役割を役員個人が果たしていて、その結

果がどうであったかという基本的な情報がなかなか会社から出

てこないのが実情。この点について工夫・改善のための議論を

深めてはどうか。 
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（３）株主に対しての伝達方法（媒体・方法等） 
 

●開示書類の整理と、Web の活用が必要と考える。Web 上の書類

が法定上のものとして認められるか否かは、非常に重要。 
●思い切って招集手続きを原則電子化するなど、抜本的な変更が

必要ではないか。 
●招集通知について、発送前の Web 開示を積極的に行うことで、

議案等の早期開示を実現できるのではないか。 
●大震災の際の例はあるものの、依然、招集通知の発送前に Web

で開示することについて、違和感を持つ会社も多いので、発送

前開示を行うことが出来ることを、例えば、東証規則等で定め

てはどうか。 
●紙媒体での提供を求める株主について手当はしないといけない

が、少なくともデジタルデバイドの問題については、高齢の方

にもかなりインターネットが普及してきているのが実態であり、

こうした状況等も含めて、様々議論すべき。 
 
（４）議決権行使（事前精査・検討含む）に必要な期間 

 
●議決権行使についてはスケジュール的にタイトであるので、時

間的な余裕を少しもらえれば随分ありがたく、どのような工夫

があるのか、検討が必要。 
●株主総会の場に出ることよりも、議決権を行使するための時間

を確保することに株主からのニーズがあるはず。このために、

可能な限り早急に情報提供するための障害は何かをクリアにす

る必要。 
●平時からのコミュニケーションを行えば、仮に、招集通知の発

送から株主総会の開催日までの期間が短い場合であっても、迅

速に議決権行使に関する意思決定を行うことができるのではな

いか。 
 



 

10 
 

７．定時株主総会の運営等について 
 

●株主総会の運営に関しては、株主総会前に、予め信託銀行や弁

護士から様々なアドバイスを受けるが、一般的に、早く総会を

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

総会を終わらせるようにするといったものが多い。こうした点

は、株主との対話を行う上での大きな問題。 
 ●議長不信任動議への対応や株主提案権の要件など、小規模の株

主総会であれば問題は無いが、株主が一定規模以上の大規模な

企業については、そのまま規定を適用しては株主総会の合理的

な運用が出来なくなる。例えば、株主が１万人を超過するよう

な上場企業については、株主総会の運営ルールそのものを考え

直してはどうか。 
 
 
８．株主提案権について、どのように考えるか 
 

●株主提案権が不用意に多く行使された場合、株主総会決議事項

か否かの判断、各株主への通知等、企業側の対応にも時間を要

することになる。 
●機関投資家の立場からも、本当に会社の価値向上につながるも

のと思えないような株主提案が、相当数提出されているように

感じる。海外の投資家からも、不思議な市場に思われると思う。 
●一定規模以上の上場会社では、株主数が多いため、株主数が少

ない会社で個々の株主に認められているような権利をストレー

トにそのまま認めることが、株主全体の利益になるのかどうか、

株主提案権を巡る最近の動きなども含め、議論が必要。 
●株主提案権や取締役の説明義務の規定など、「会議」の中で過度

に株主保護が図られている部分について、見直していかなけれ

ばいけないのではないか。特に、濫用が目に余る株主提案権に

ついて、持株要件以外に歯止めをかけることができないことが
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本当に良いのか、検討する必要。 
●株主提案権の持ち株要件について、総株主の議決権の 100 分の

1 以上の議決権又は 300 個以上の議決権という要件があるが、

単元株引下げにより、300 個の議決権はハードルが低くなって

いる。 
●株主提案については、提案数を制限することが改善策として一

番実現可能性が高く、多くの場合、妥当な結果が得られるので

はないか。会社の経営政策に影響を与えようとする場合に、提

案の数はそれ程多いわけではないと思われるため、提案数を制

限下としても、企業と投資家の対話の促進や株主権重視の流れ

に反するものではないのではないか。 
●株主提案権については、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が、欧米ではそこまでやっていない。

この費用負担についても議論する必要。 
●株主提案について、株主総会で総株主の議決権の 10 分の 1 以上

の賛成が得られず、否決された場合、最低、3 年間は同一議案と

して提出できないということになっているが、実態は、この条

文は適用されたことはないのではないか。実務のためにガイダ

ンスが必要ではないか。 
●株主提案権の制限は、慎重にすべき。日本では、経営者が株式

を持っていないことが多い中で、株主が会社に対する影響を残

すことを担保することは非常に重要。 
 

以 上 


