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１．本研究会の経緯 

 「伊藤レポート」（平成26年6月公表）における問題意識 
 日本が急速な高齢化と人口減少に直面する中、限りある様々な資源（金融資本、人的資本、
知的資本等）の「資本効率」を高め、長期的な国富の維持・形成を図ることが必須。 

 企業が「稼ぐ力」を高め、持続的な価値創造を実現し、長期的なリターンを得られる仕組み、すな
わち経済の「インベストメント・チェーン」（注）の全体最適化による好循環及び持続的成長を確保。 

  （注）資金の拠出者から、最終的に事業活動に使う企業に至るまでの経路及び各機能のつながり。 

国富 
金融資産等（ストック）      

再投資 

利益 
投 資 

所得増 
消費増 

キャピタルゲイン 
インカムゲイン リターン 

投 資 

企業 
投資家 

 

金融機関 



3 

１．本研究会の経緯 

 「伊藤レポート」における視野（インベストメント・チェーンの最適化） 
 「インベストメント・チェーン」の全体最適化に向け、主要プレイヤー（企業、投資家、市場関係者
等）が一同に会し、国内外からの参加・貢献を得て、エビデンスベースでの分析を実施。 

 平成26年6月、「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）として提言をとりまとめ・公表。 

機関 
投資家 

取締役会 

 経営者等 

セルサイドアナリスト等 

運用機関 
（アセット・マネージャー） 

年金基金等 
（アセット・オーナー） 

受益者 
個人投資家 

企業 

市場関係者 
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Ⅱ．インベストメント・チェーンの変革① 
  ・アセット・マネージャーやアナリストのインセ
ンティブ構造の転換 

  ・パッシブ運用から深い分析に基づく銘柄
選択へ 

Ⅰ．イノベーション創出と高収益の実現 
 ・企業と投資家の「協創」による持続的価値
創造 

  ・資本効率を意識した企業価値経営へ 

Ⅱ．インベストメント・チェーンの変革② 
 ・長期的な応援株主としての個人投資家
の育成 

従業員 

Ⅲ．「高質の対話」を追求する「対話先進国」へ 
 ・対話の場としての株主総会プロセスの見直し 
 ・持続的な企業価値につながる情報開示 
 ・適切な目的と内容を持った対話・エンゲージメント                                                  
                              等 
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取締役会 

 経営者等 

証券取引所、 
セルサイドアナリスト等 

運用機関 
（アセット・マネージャー） 

年金基金等 
（アセット・オーナー） 

受益者 
個人投資家 

企業 

市場関係者 

従業員 

機関 
投資家 

「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～」プロジェクト 
（伊藤レポート）＜平成26年6月＞ 

スチュワードシップ・コード 
＜平成26年2月＞ 

GPIF改革 
年金制度・運用の検討等 

NISA、確定拠出年金 

コーポレート・ガバナンス・システムの在り方に関す
る研究会（社外役員等に関するガイドライン等） 

＜平成27年7月報告書公表＞ 

会社法改正＜平成27年5月施行＞ 
コーポレートガバナンス・コード＜平成27年6月＞ 

JPX日経インデックス400
の創設＜平成26年1月＞ 

経営者・投資家フォーラム 
＜平成27年6月及び11月に開催＞   

持続的成長に向けた企業と 
投資家の対話促進研究会 

＜平成27年4月報告書公表＞ 
   

１．本研究会の経緯 

 インベストメント・チェーンの最適化・企業価値創造の好循環に向けた関連施策 



１．本研究会の経緯 

 「持続的成長に向けた企業と投資家の対話促進研究会」 
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持続的成長に向けた 
企業と投資家の対話促進研究会 

【１．検討の体制】 

株主総会のあり方 
検討分科会 

• 株主総会の開催日や基準日の設定等、望ましい株主
総会プロセスのあり方について、国際的な状況を踏まえ
て検討。 

• 企業が一体的な開示をする上での実務上の対応等、
望ましい企業情報開示のあり方について、国際的な状
況を踏まえて検討。 

【座長】伊藤邦雄教授（一橋） 

【座長】伊藤邦雄教授（一橋） 【座長】尾崎安央教授（早稲田） 

【２．委員構成】 
 企業、投資家、市場関係者、学者・有識者、制度関係者（東証、ASBJ）、各種団体・協会（経団連、株懇連合

会、公認会計士協会、信託協会、投資顧問業協会、生保協会、監査役協会）、関係省庁（経済産業省、法務省、金融庁） 

●企業と投資家との間において、企業の持続的成長に向けた対話を促進していく観点から、
より望ましい株主総会のあり方や企業情報開示のあり方について、全般的な議論を行う。 

●詳細については、「株主総会のあり方検討分科会」・「企業情報開示検討分科会」にお
いて検討する。 

●各分科会における検討結果を踏まえて、一定の結論・方向性を得ることを目指す。 

企業情報開示 
検討分科会 

 平成26年9月、「伊藤レポート」（平成26年6月）の提言や「日本再興戦略改訂2014」（平
成26年6月閣議決定）を受けて発足。平成27年4月、報告書を取りまとめ・公表。 
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3.3 対話促進のための株主総会日程の設定 
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る考え方が示された。 
08  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。（中略） 
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。 
3.6 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。 

3.7 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。 

3.9.1 株主総会の決議事項 
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。 

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。 

１．本研究会の経緯 

 研究会報告書における今後の方向性と具体的方策～株主総会プロセス関係～ 

 望ましい株主総会プロセスのあり方として、総会日の適切な設定、招集通知や議決権行使の電
子化の促進等を提言。 
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１．本研究会の経緯 

 「日本再興戦略」改訂2015（平成２７年６月３０日閣議決定）抜粋 
１．産業の新陳代謝の促進 
（３）新たに講ずべき具体的施策  i） 攻めの経営の促進 
 ③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 
    企業が稼ぐ力を高め、持続的に企業価値を向上させるためには、企業と投資家・株主が、共に中長期的な成
長に向けて価値を創造する関係にあることを念頭に置いて、建設的な対話を行うことが重要である。こうした観点も
踏まえつつ、資本市場の機能の十全な発揮や投資家・株主の保護など幅広い観点から、企業の情報開示、株主
総会プロセス等を取り巻く諸制度や実務を横断的に見直し、全体として実効的で効率的な仕組みを構築する。 

 ア）統合的開示に向けた検討等 
     （略） 
 イ）株主総会プロセスの見直し等 
    株主総会集中の問題を解決し、株主の議案検討と対話の期間を諸外国並に確保するための方策として、企業
が適切な総会日や議決権行使の基準日の設定を行うとともに、招集通知関連書類や議決権行使の電子化等を
通じて徹底的なプロセスの合理化が図られる環境を整備する。 

    具体的には、株主総会については、企業において株主の議決権行使や対話の機会を十分に確保するとともに、
株主総会に近い時点の株主の声を反映するような適切な基準日を設定するよう、関係団体等が本取組の円滑化
に向けた方策等について、来年中に検討することを促す。 
  また、IT利活用促進に係る政府全体の対応方針も踏まえ、米国における制度（「Notice & Access」制度）
も参照しつつ、招集通知添付書類の提供を原則として電子的に行う上での課題や必要な措置について来年中に
検討し、結論を得る。 
  議決権行使についても電子化の促進と権利行使の質を高めるため、関係団体等において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来年中に検討することを促す。 

    さらに、名義株主以外のグローバルな機関投資家等が、株主総会に参加する上での企業の基本方針作りを円
滑化するため、関係団体等においてガイダンスを本年末までに策定することを促す。 
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１．本研究会の経緯 

２．本研究会の目的と検討事項 

３．議論のための参考情報 



２．本研究会の目的と検討事項 

我が国の株主総会プロセスに関しては、諸外国に比べ、株主総会日が集中していること
に加え、株主による議案検討期間が十分に確保されているとは言えない状況など、対話
の質を高める上での様々な課題が指摘されている。 

 これらの課題の解決すべく、企業が適切な総会日や議決権行使の基準日の設定を行う
とともに、招集通知関連書類や議決権行使の電子化等を通じて株主総会プロセスの徹
底的な合理化が図られる環境を整備する。 

「株主総会プロセスの電子化等に関する研究会」の目的 
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検討事項①：株主総会招集通知等の提供の原則電子化に向けた課題と方策 
    １）早期（発送前）Web開示 
    ２）原則電子化 ～米国の「Notice & Access」制度を参考に 

検討事項②：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     

検討事項③：株主総会関連の適切な基準日設定に向けた対応策     

その他の検討事項（検討の視点） 
  ～企業と投資家の対話に向けた意識と行動、対話支援産業の役割 など 
     

検討事項（案） 



２．本研究会の目的と検討事項 

検討事項①：株主総会招集通知等の原則電子化に向けた課題と方策 
 

10 

 企業における早期（発送前）Web開示の取組状況はどうか 
 機関投資家による早期（発送前）Web開示情報の利用状況はどうか 
 株主の検討期間確保等の観点から、更なる改善等が期待される点は何か   等 

１）早期（発送前）Web開示 
 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有益であるが、
開示情報の質への影響にも配慮する必要がある。この円滑な実施を進めるには何が求められるか。 

２）原則電子化 ～米国の「Notice & Access」制度を参考に 
 招集通知関連書類（計算書類・事業報告等）の提供は原則電子的に行い、希望する株主に対して
は書面で送付する、といった米国制度と同様の対応を採用する上での課題や必要な措置は何か。 

 米国の「Notice & Access」制度の利用実態・効果・課題はどうか 
 米国制度と同様の対応に関する企業のニーズ等はどうか 
    ～ 現行制度上の取組状況（事前承諾による電子提供、電子化によるみなし提供等） 
    ～ IT利活用促進に係る政府全体の対応方針との関係 
    ～ グローバルな機関投資家の視点、IT普及・インフラの整備状況、個人投資家の状況との関係 
    ～ 統合的な情報開示、投資家が必要とする情報を効果的かつ効率的に提供することとの関係 
 米国と同様の制度導入に向けた課題と必要な措置として、どのようなオプションがありうるか 等 



２．本研究会の目的と検討事項 

検討事項②：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 
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 内外の機関投資家による議決権行使の現状はどうか 
 諸外国における議決権行使のための電子的プラットフォームの利用状況はどうか 
 議決権行使電子プラットフォーム（ICJ）の利用状況・効果・課題は何か。これを活用しや
すくするための方策としてどのようなオプションがありうるか             等 

 我が国の議決権行使インフラの１つである議決権行使電子プラットフォーム（ICJ)を活用しやすく
するなど、機関投資家による議決権行使プロセス全体の電子化に向けた課題と対応策は何か。 

 企業と投資家の対話や情報開示、株主による議案検討の質を高めていく観点から、決算日や招
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に加え、総会日にできるだけ近い時点の
株主による議決権行使を実現するには、決算日とは別に、議決権行使等の基準日を定めること
が期待される。また、そのような取組の円滑化に向け、どのような対応がありうるか（例えば、実務
上の課題の存否、課題がある場合の対応策等）。 

検討事項③：株主総会関連の適切な基準日設定に向けた対応策 

その他の検討事項（検討の視点） 
 企業と投資家の対話に向けた意識と行動 
  電子化等による株主総会プロセスの変化を前提とした対話支援産業の役割 
  時間軸でみた対応シナリオ（ロードマップ）                         等 
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第三章 今後の方向性と具体的方策 
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。 

（次頁へつづく） 

２．本研究会の目的と検討事項 

 検討の前提～「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」提言 
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（前頁からつづく） 

【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。 

 
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。 

２．本研究会の目的と検討事項 

 検討の前提～「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」提言 
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第三章 今後の方向性と具体的方策 
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。 

（次頁へつづく） 

２．本研究会の目的と検討事項 

 検討の前提～「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」提言 
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（前頁からつづく） 
 
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、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。 

（次頁へつづく） 

２．本研究会の目的と検討事項 

 検討の前提～「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」提言 
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（前頁からつづく） 
 
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。 

２．本研究会の目的と検討事項 

 検討の前提～「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」提言 
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１．本研究会の経緯 

２．本研究会の目的と検討事項 

３．議論のための参考情報 



持続的成長に向けた企業と投資家の「対話」の構図 
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企   業 

（１）株主総会プロセス 
 ・・・議決権行使に向けた企業と株主との間のコミュニケーション 等 

投  資  家 

（３）継続的な対話 
 ・・・年間を通じたIR活動や投資家ミー

ティング 等 

（３）継続的な対話 

（２）企業情報開示 （１）株主総会 

（２）企業情報開示  
 ・・・会社法・金商法・取引所規

則等に基づく企業情報開示 
等 

 企業と投資家の「対話」については、以下の３つの要素に分解。 
  （１） 直接的な対話の場である株主総会プロセス 
  （２） 対話の前提となる企業情報開示 
  （３） 継続的な対話 



日米欧の株主総会・企業情報開示スケジュール(イメージ） 
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プレス 
リリース

等＊２ 

プレス 
リリース

等＊２ 

プレス 
リリース

等＊２ 

＊１ 会社法では、財務会計制度に基づく財務諸表の作成及び株
主への提供は特段求められていない。 

事業報告 

取
引
所 
規
則 

決算日 １Q 

決算 
短信 

四半期 
決算 
短信 

２Q ３Q 

有価証券 
報告書 

四半期 
報告書 

計算書類 

招集
通知 

＋ 

会
社
法 

金
商
法 

内部統制
報告書 

【アメリカ】 

【欧州】（フランスの例） 

証
取
法 

会
社
法 

証
取
法 

年次 
報告書 

10-Ｋ 

四半期 
報告書 
10-Ｑ 

四半期 
報告書 
10-Ｑ 

四半期 
報告書 
10-Ｑ 

株
主
総
会 

四半期 
売上等 

半期 
報告書 

プレス 
リリース
等＊１ 

プレス 
リリース

等＊２ 

株
主
総
会 

株
主
総
会 

レビ
ユー 

監
査 

監
査 

２０１５年以降 
廃止予定 

２０１５年以降 
廃止予定 

監
査 

監
査 

四半期 
決算 
短信 

四半期 
決算 
短信 

四半期 
報告書 

【日本】 

決算日 

四半期 
売上等 

基準日 

会社法監査 金商法監査 

レビ
ユー 

四半期 
報告書 

レビ
ユー 

レビ
ユー 

基準日＊２ 

基準日 

監査 

招集
通知 

＊２ 総会参加の登録期限。登録期限において株主であることが求
められている模様。 監査 

レビ
ユー 

レビ
ユー 

レビ
ユー 

年次財務 
報告書 

マネジメン
ト・レポート 

監
査 

レビ
ユー 

公告 

内部統制
報告書 監

査 

＊２ 上場会社は、当該株式の市場に関して重要な影響を与える
ことが想定されるニュース又は情報に関して、速やかに公表。 

＊１ 全ての企業はArticle621-1（内部情報に関する規程）に定義さ
れた情報に関して迅速に公表しなければならない。 

（出所）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（平成27年4月） 



 
  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、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 日本以外については、時価総額別に業種に偏りがないよう抽出した10社の所要日数の平均値。大規模・中規模の定義は以下のとおり。 
   大規模（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） 
   中規模（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：3000万ユーロ以

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） 
※4 あずさ監査法人調べ 

決算日から定時株主総会開催日までの所要日数の国際比較 
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 決算日から定時株主総会開催日までの日数は、諸外国（約4~5ヶ月）に比べて短い。 

（出所）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（平成27年4月） 
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定時株主総会集中率の推移（３月決算会社） 

（出所）東京証券取引所 

 株主総会の開催日は分散傾向にあるものの、約8割の企業が6月の最終週に総会を開催
している状況。 

5月25日 5月26日 5月27日 5月28日 5月29日 5月30日 5月31日
月 火 水 木 金 土 日

社数 0 0 0 0 1 0 0
比率 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

6月1日 6月2日 6月3日 6月4日 6月5日 6月6日 6月7日
月 火 水 木 金 土 日

社数 0 1 0 0 0 0 0
比率 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

6月8日 6月9日 6月10日 6月11日 6月12日 6月13日 6月14日
月 月 水 木 金 土 日

社数 0 0 4 6 18 4 2
比率 0.0% 0.0% 0.2% 0.3% 0.8% 0.2% 0.1%

6月15日 6月16日 6月17日 6月18日 6月19日 6月20日 6月21日
月 火 水 木 金 土 日

社数 1 21 35 49 167 15 4
比率 0.0% 0.9% 1.5% 2.1% 7.1% 0.6% 0.2%

6月22日 6月23日 6月24日 6月25日 6月26日 6月27日 6月28日
月 火 水 木 金 土 日

社数 31 199 321 444 977 10 2
比率 1.3% 8.5% 13.7% 18.9% 41.6% 0.4% 0.1%

6月29日 6月30日 合計
月 火

社数 34 0 2346
比率 1.4% 0.0% 100.0%

開催日

開催日

※ 2015 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。

開催日

開催日

開催日

開催日

総会集中率の推移 定時株主総会の開催日（2015年） 

約８割（84.1％） 
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議決権行使の充実のために企業が取り組むべき項目 望ましい招集通知の到着日 

議決権行使の充実に向けた投資家の声（１） 
 投資家からの要望として、集中日を回避した株主総会の開催に加え、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。 

 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。 

（出所）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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◎日本の議決権行使環境に関するコメント（Ｑ１） ◎望ましい解決策に対するコメント（Ｑ２） 

議決権行使の充実に向けた投資家の声（２） 

（出所）持続的成長に向けた企業と投資家の対話促進研究会・株主総会のあり方検討分科会提出資料（http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sansei/kabunushi_soukai/pdf/004_s05_02.pdf） 

私たち機関投資家のコンセンサスとして、日本における議
決権行使の時間的猶予は相対的に短く、日本のコーポ
レート・ガバナンスに関する認識にネガティブな影響を与え
ている。これらの問題は、多くの日本の上場企業において
英文の株主総会資料を入手できないことにより強められて
いる。 
（中略） 
投資している株式の中で日本は重要な位置を占めるため、
世界の投資家にとって、こうした問題の度合いは強まって
いる。大規模なグローバル投資家は通常、500社以上の
日本企業の株式を保有している可能性がある（1,000
社を超えることもある）が、これに対して他のアジア市場で
は、200社から300社にとどまる。そのような多数の企業の
議決権を行使することはその数に比例して困難となり、資
料が英語に翻訳されていないことでさらに事態は悪化する。 
 
議決権行使の期間が短く、株主総会の開催日が集中し
ていることは、特に議決権行使に「リスクベース」のアプロー
チをとる投資家に影響を与える。すなわち、議決権行使を
予定する数百の企業の株主総会のうち、投資家は、事
業又はコーポレート・ガバナンスの面から最もリスクの高い
40-50社に注目する。問題を生じさせる可能性のある株
主総会議案があるケースにおいて、投資家は企業に明確
化を求めるが、通常は十分な時間がない。 

•基準日を遅らせることにより年次株主総会の開催時期を拡大する: 
日本においては、事業年度の終了後3ヶ月以内に年次株主総会を開催
することを強制することは会社法で要求されていないと私たちは理解してい
る。しかし、日本の企業は通常、議決権を確定するための「基準日」を事
業年度末に設定しているため、年次株主総会を事業年度末の3ヶ月以
内に開催しなければならないこととなっている。私たちは、基準日をもっと遅
く設定することにより、年次株主総会が開催される時期を事業年度末後
4ヶ月超等に拡大することが可能になるという案を支持している。 
• 基準日から年次株主総会までの期間を短縮する： 
関連した問題としては、経済産業省の調査が示すように、基準日から年
次株主総会までの期間が国際的な標準から比較すると長いことがあげら
れる。世界の投資家は、日本において基準日から年次株主総会までの
期間を長くとも3週間から4週間に短縮することが望ましいと考えているだろ
う。今日様々なITテクノロジーが利用可能であることから、基準日から年
次株主総会までの期間を3ヶ月とすることは正当化できない。 
• 招集通知の発送の期限を早める： 
招集通知（日本では通常、議案の詳細が説明された参考資料、及び
年次財務諸表と事業報告書が含まれる）の発送期限を年次株主総会
の2週間前よりも早めることにも幅広い支持が得られている。世界の投資
家は、他の先進国でのベスト・プラクティスに合わせ、遅くとも28日前に発
送し、すべての内容が英語に翻訳されることが望ましいと考えている。内容
が英語で利用できないならば、海外の投資家は議決権行使の決定を行
う前に、有用な情報の翻訳に通常少なくとも1週間かかることになる。 

 
 ■日本の年次株主総会に関するアジア・コーポレート・ガバナンス・アソシエーション（ACGA）の回答 
  （平成26年12月12日）（仮訳・抜粋） 

http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sansei/kabunushi_soukai/pdf/004_s05_02.pdf
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【米国】 

【ドイツ】 

総
会 

【日本】 

決算日 

総
会 

3ヶ月以内 

10～60日以内 
※カナダ：21～60日以内 

総
会 

21日前 

総
会 

【英国】 
2日以内 

決算日より8ヶ月以内に開催 

決算日より6ヶ月以内に開催 

取締役会
決議 

（配当） 

総
会 

3営業日前 
【フランス】 決算日より6ヶ月以内に開催 

：議決権行使のための基準日（独、仏は、総会参加の登録期限） 

：配当の基準日（独、仏は、配当の効力発生日） 

60日以内 
【※カナダ
も同様】 

基準日の設定等に関する国際比較 
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日本 米国 ドイツ フランス 英国 

事業年度 
終了後 

一定の時期 

最後の年次
総会の後

13ヶ月以内＊ 

決算日から
8ヶ月以内 

決算日から
6ヶ月以内 

決算日から
6ヶ月以内 

※１ 株主総会開催時期に関する各国規定 

＊ 最後の年次総会の後、13ヶ月以内に開催されない場合には、株主又は取
締役が裁判所に申立てることができる。デラウェア州一般会社法。 

※２ 議決権行使の基準日に関する各国規定 

日本 米国 ドイツ フランス 英国 

3ヶ月以内 10～60日

以内＊１ 21日前＊２ 3営業日前 2日以内 

＊１ デラウェア州一般会社法。  
＊２ 無記名株式についての規定。 

http://www.abysse.co.jp/world/flag/asia/japan.html
http://www.abysse.co.jp/world/flag/europe/germany.html
http://www.abysse.co.jp/world/flag/europe/united_kingdom.html
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