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Ⅲ．今後の方向性・具体的方策に向けた検討（案） 

 
株主総会プロセス関連部分 
 
 
＜総論＞ 
〇 株主総会のあり方について改めて考え直す必要性。 
● ①決定機関としての株主総会と②会議体（物理的に会議を開く場）として

の株主総会を分け、それぞれのあるべき姿を再検証すべき時機。 
● 決定機関としての株主総会という観点からは、株主総会においてどのよう

な事項を決議することとするのかといった点や、議決権行使やそのために必

要な情報開示等、（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必要。 
● 株主総会の会議体としての側面については、現状、多くの大企業において

株主すべてが株主総会に物理的に出席することは不可能な状況にある。また、

こうした大企業においては、株主総会の開催日時点で、議案の可否が決定し

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

すことが必要。 
● これらのあり方は企業規模や株式数や株主構成によって異なるため、株主

総会の運用ルール等について一律に適用することは現実的ではない面があ

る。こうした点について、大規模企業と中小企業、上場企業と非上場企業（閉

鎖企業）等、企業の規模や属性等に応じて、異なる方法を検討することも重

要。 
 
〇 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

セスとして捉えることが必要。その観点から見直しを行うべき。 
 
 
＜対話を促進するための株主総会プロセスのあり方＞ 
〇 日本の株主総会は、どの国に比べても決算後極めて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の認識。 
したがって、株主の議案検討や企業との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。（対話型株主総会の条件） 
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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。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

ロセスの短縮化が重要。 
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。グローバルな投資家の視点

からは、欧米等における期間（株主総会の一ヶ月以上前）を確保することが

望ましい。（関係書類の電子化の活用も併せて検討） 
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。

（前述の年度開示の一体化とも関連。有価証券報告書の情報等） 
④ 情報の信頼性を確保するための十分な監査期間の確保。この際、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に会

社法及び金商法の監査報告のずれを最小化し、一元化に向けた検討が行われ

ることも念頭に置く必要。 
 
 
＜議案検討や対話の期間確保とプロセス効率化＞ 
〇 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、議案検

討・対話のための期間を十分確保するため以下の取組を行うべき。 

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推進によるプロセス効率化 

 
 
＜対話を促進するための適切な株主総会日程＞ 
○コポガバコードでの規定確認。 
〇日本の株主総会は、諸外国に比べて決算日からの期間が極めて短い状況では

あるが、上記の条件を満たせるのであれば、（結果としての総会日集中は別と

して）必ずしも現行の総会日を変更する必要はない。しかし、現状ではこれ

らの条件が十分整っているとは言えない面もあり、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。 
 
〇 株主総会までの期間を諸外国並みに確保するための方法として、研究会では

先述（Ⅱ．●）の通り、基準日を決算日以降の日に定め、その 3 ヶ月以内に

株主総会を開催する考え方が示されたほか、現行の基準日の 3 ヶ月という期

限を例えば 4 ヶ月に伸ばすことで、株主総会日までの期間を確保してはどう

かとの提案もあった。 
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○ 株主の議案検討・対話の期間を確保しようとする企業において、現行制度の

下でも可能であり、個々の企業の状況・判断によって柔軟に対応可能な、基

準日の変更という方法（上記の 2 つの提案のうちの前者）が検討されること

が望まれる。また、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重要。 
● 会社法上、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証することが求められ

る。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。 
 
 
＜個人株主を意識した株主総会の運営等＞ 
○ 個人株主は、機関投資家のように企業と直接対話する機会が少ないこと、経

営者の振る舞いや姿勢等の非言語情報は対面で得られることなどから、個人

株主にとっては、株主総会への出席等に重要な側面。 
○ 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等に

ついて。（P） 
 
 
＜議決権行使の基準日のあり方＞ 
〇 株主総会における議決権を行使する株主を特定する基準日を決算日とは別

の日に定める場合、どのような考え方をとるべきか。（基準日検討の基本的考

え方） 

１） 日本の基準日については、（前述した）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」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

が他国に比べて高くなる（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。 
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４） したがって、以下のような諸外国における制度や実務を参照しつつ、上

記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、それぞれの判断で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。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。 
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、例えば、5 月末を議決権の基準日とし、7 月中に

定時株主総会を開催する。これにより、招集期間を 1 ヶ月以上

確保するとともに､基準日と総会日の間隔を 2 ヶ月以内とする

ことが可能。 
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

確定するための基準日を 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

と総会日株主との乖離を最小限にできる一方、現行制度におい

て実務上実現できるか検討が必要。 
５） こうした取組みを経て、株主との対話を促進し、その声を反映するため

の株主総会や基準日設定を行う企業が増え、ベストプラクティスが形成さ

れていくことが望まれる。 
 
 
＜配当の基準日＞ 
〇 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。今回調査した諸外国の企業では、配当決議後に基準日を

設定しているが、日本の配当基準日の設定では、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。 
○ 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

方法が模索されるべき。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。 
 
 
＜電子化の推進 ～①招集通知情報の発送前 Web 開示～＞ 
〇 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
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有益。一方、早期（発送前）Web 開示は、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であること

を前提として、その円滑な実施を促進。 

１） コポガバコードにおける記載の確認 
２） 研究会で示唆された実務的な課題等と対応策のあり方について（P） 
・・・ たとえば、①株主への発送以前に一般に情報を開示することへの躊

躇、②正式な招集通知まで変更可能性がある情報の取扱いなど。 
３） この際、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。 
４） また、次項にも関連して、電子的な情報開示の進展に伴って、機関投資

家等がより効率的かつ質の高い議案検討をできるよう、情報展開・議決権行

使プロセスの改善を信託銀行や証券代行等の媒介者が検討することを期待。 
 
 
＜電子化の推進 ～②招集通知関係書類の電子化～＞ 
〇 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）の電子化の更なる活用を図るべき。 

１） 今般の省令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求められる。 
こうした点に関連して、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。 
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 等 
２） なお、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

提案もあった。将来的には、上記の改正や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

について検討がなされることが期待される。 
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＜電子化の推進 ～③議決権行使の電子化～＞ 
〇 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議決

権行使における電子化の活用を検討。 

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を検討。 
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推進す

るための課題と方策を関係団体等において検討。 
 
 
＜名義株主以外の機関投資家等の総会参加＞ 
○ 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検討が必要。 

１） コポガバコードでの規定の確認。 
２） 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。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検証が望まれる。 
３） 上記を踏まえ、関係団体等において、実務上対応できるようなガイダン

スの策定が望まれる。たとえば、以下のような事項。 
  ・ 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 
  ・ 名義株主としての信託銀行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） 上記の検討において、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あり方についても必要に応じて検討。 
 
 
＜株主総会における決議事項＞ 
○ 決定機関としての株主総会において決議する事項については、監督機関とし
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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、あらためて見直し・検討することも重要。 
 
 
＜株主提案権＞ 
〇 株主提案権の適切な行使のあり方を株主と企業の適切な対話を促進する観

点から検討。 

１） 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。 
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や費用負担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、今後検討が行われることも重要。 
 
 
＜企業と投資家の事前対話のための制約＞ 
○ 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

約や懸念等の検討。 

１） 現行のインサイダー規制や適時開示等との関係。 
２） その他、対話を行う上で懸念される事項の検討。 

 
 
＜総会プロセスに関わるプレイヤーの意識と行動＞ 
○ 企業と投資家の対話を中長期的な企業価値創造につなげていくために、それ

ぞれの意識と行動の変革が求められる。 
○ 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、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

向に向けた意識転換が求められ、その中で「対話支援産業」としての新たな

役割が期待される。 
● 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必要。 
● 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
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後ますます重要となる。 
以 上 


