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第三章 今後の方向性と具体的方策 

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、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。 

■「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23日公表）抜粋 
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【原則１－２．株主総会における権利行使】 
 上場会社は、株主総会が株主との建設的な対話の場であることを認識し、株主の視点に
立って、株主総会における権利行使に係る適切な環境整備を行うべきである。 

補充原則 
１－２② 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。 

■「コーポレートガバナンス・コード～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～ 」（2015年6月1日、東京証券取引所）抜粋 

１．招集通知情報の早期（発送前）Web開示 
 早期（発送前）Web開示に関する検討の前提② 
   ～コーポレートガバナンス・コードにおける要請内容～ 



4 （出所）ICJアローフォースデータ（全取引所で公衆縦覧に供された3月31日を基準日とする定時株主総会のデータ）に基づき、あずさ監査法人が東証上場企業分を集計・分析。 

 本年６月総会企業（東証上場企業、3/31基準日の2,352社）のうち、株主総会の
3週間以上前に招集通知を発送している企業は約３割（745社）。 

 これに早期（発送前）Web 開示を行った企業を加えると、同上場企業の約４割
（973社）が、株主総会の３週間以上前に招集通知情報を公表又は発送している。 

１．招集通知情報の早期（発送前）Web開示 
 本年6月総会企業における取組状況①（早期発送及び早期Web開示） 

745社 973社 
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本年６月総会企業（東証上場企業、3/31基準日の2,352社）のうち、早期Web開
示実施企業は769社（約33％）と、昨年（91社、3.9％）より大幅に増加。 

早期Web開示日数（招集通知発送日から発送前開示日までの日数）の平均は2.7営業日。１営業日前
に開示した企業が全体の36.5％、１～５営業日前に開示した企業で全体の約94％を
占める。最大で10営業日前に開示した企業も３社存在。 

株主総会日から発送前開示日までの日数の平均は16.7営業日。13～20営業日前に
開示した企業で全体の約87％を占める。最大で29営業日前に開示した企業も存在。 

（出所）ICJアローフォースデータ（全取引所で公衆縦覧に供された3月31日を基準日とする定時株主総会のデータ）に基づき、あずさ監査法人が東証上場企業分を集計、分析。 

2013年 2014年 2015年

早期Web開示実施企業数 47 91 769
全体 1628 2359 2352
実施割合 2.9% 3.9% 32.7%

１．招集通知情報の早期（発送前）Web開示 
 本年6月総会企業における取組状況②（早期Web開示） 
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早期Web開示実施企業769社を企業属性別に分析すると、①時価総額が大きい企
業、②株主数が多い企業、③外国人保有比率が高い企業ほど、早期にWeb開示を実
施している傾向が伺える。 

（出所）以下のデータに基づき、あずさ監査法人が東証上場企業分を集計、分析。 

・株主数・外国人比率は四季報（2015第4集秋号）並びに直近に提出された有価証券報告書を参照 
・時価総額はBloomberg（2015年10月13日時点、上場廃止企業は上場廃止時点）を参照 

・ICJアローフォースデータ（全取引所で公衆縦覧に供された2015年3月31日を基準日とする定時株主総会のデータ） 

１．招集通知情報の早期（発送前）Web開示 
 本年6月総会企業における取組状況③（企業属性別にみた早期Web開示日数） 
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（参考）早期Web開示 実施企業の一覧 （上位25社） 
～2015年6月総会企業（3月末基準日）～ 

発行会社名 総会基準日 開示日 発送日 総会日
開示日-発
送日（営業
日ベース）

開示日-総
会日（営業
日ベース）

発送日-総
会日（営業
日ベース）

時価総額 株主数
外国人保有
比率

日本電信電話 2015/3/31 2015/5/16 2015/6/1 2015/6/26 10 29 19 97,460 750,589 27.5
サンセイ 2015/3/31 2015/5/28 2015/6/11 2015/6/26 10 21 11 19 890 5.7
日新製鋼 2015/3/31 2015/5/19 2015/6/2 2015/6/24 10 26 16 1,394 47,600 21.6
東洋エンジニアリング 2015/3/31 2015/5/28 2015/6/10 2015/6/25 9 20 11 617 14,647 12.1
いい生活 2015/3/31 2015/5/25 2015/6/5 2015/6/26 9 24 15 24 2,511 3.6
ルネサスエレクトロニクス 2015/3/31 2015/5/22 2015/6/3 2015/6/24 8 23 15 11,587 17,022 0.6
三井物産 2015/3/31 2015/5/16 2015/5/28 2015/6/19 8 24 16 26,849 311,332 30.6
ＪＸホールディングス 2015/3/31 2015/5/22 2015/6/3 2015/6/25 8 24 16 12,156 183,939 29.0
第一工業製薬 2015/3/31 2015/5/21 2015/6/2 2015/6/24 8 24 16 195 6,204 5.1
東洋証券 2015/3/31 2015/5/21 2015/6/2 2015/6/26 8 26 18 350 7,358 10.7
エスアールジータカミヤ 2015/3/31 2015/6/1 2015/6/11 2015/6/26 8 19 11 279 3,471 6.5
日本アジア投資 2015/3/31 2015/5/26 2015/6/5 2015/6/25 8 22 14 69 10,183 8.1
東京電力 2015/3/31 2015/5/25 2015/6/4 2015/6/25 8 23 15 13,531 578,668 22.7
エンプラス 2015/3/31 2015/5/26 2015/6/5 2015/6/26 8 23 15 813 6,387 22.1
資生堂 2015/3/31 2015/5/19 2015/5/29 2015/6/23 8 25 17 11,186 51,126 38.6
ダイキョーニシカワ 2015/3/31 2015/5/29 2015/6/9 2015/6/26 7 20 13 1,098 2,998 8.8
トヨタ自動車 2015/3/31 2015/5/14 2015/5/25 2015/6/16 7 23 16 250,061 469,914 31.1
スクウェア・エニックス・ホールディングス 2015/3/31 2015/5/22 2015/6/2 2015/6/24 7 23 16 3,772 24,039 32.8
インテージホールディングス 2015/3/31 2015/5/26 2015/6/4 2015/6/19 7 18 11 356 3,435 28.4
日東工器 2015/3/31 2015/5/20 2015/5/29 2015/6/16 7 19 12 535 10,655 17.3
本田技研工業 2015/3/31 2015/5/20 2015/5/29 2015/6/17 7 20 13 70,555 186,747 43.7
ツクイ 2015/3/31 2015/5/27 2015/6/5 2015/6/24 7 20 13 446 4,683 20.6
関西電力 2015/3/31 2015/5/27 2015/6/5 2015/6/25 7 21 14 13,856 260,449 21.6
タカノ 2015/3/31 2015/5/27 2015/6/5 2015/6/26 7 22 15 109 5,422 5.5
いちよし証券 2015/3/31 2015/5/19 2015/5/28 2015/6/20 7 23 16 488 13,723 31.7

（出所）以下のデータに基づき、あずさ監査法人が東証上場企業分を集計、分析。 

・株主数・外国人比率は四季報（2015第4集秋号）並びに直近に提出された有価証券報告書を参照 
・時価総額はBloomberg（2015年10月13日時点、上場廃止企業は上場廃止時点）を参照 

・ICJアローフォースデータ（全取引所で公衆縦覧に供された2015年3月31日を基準日とする定時株主総会のデータ） 
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 本年６月総会企業のうち、早期Web開示企業（769社）の「株主総会日からWeb開示日」ま
での日数は、平均16.7営業日（①）。非早期Web開示企業（1,583社）の「株主総会日から
招集通知発送日」までの日数は平均12.9営業日（②）。 

 株主が早期Web開示時点で招集通知情報を入手すると仮定した場合、本年6月総会企業の議
案検討期間は、早期Web開示により、平均で４営業日（①－②）程度拡大したといえる。 

 なお、本年の早期Web開示企業には招集通知発送日から１営業日前の開示も多い
（36.5％）。これらの企業の更なる早期開示等により、今後、検討期間の更なる拡大はあり得る。 

早期Web開示企業 非早期Web開示企業 

（注１）非早期Web開示企業も発送と同日にWebにアップする企業があるため、ここでは郵送による到達期間は考慮していない。 
（注２）早期Web開示は任意開示であり、個別に株主への通知を要さないため、早期Web開示企業と非早期Web開示企業は単純に比較できるものではない。ここではイメージを示したもの。 
（注３）（出所）ICJアローフォースデータ（全取引所で公衆縦覧に供された3月31日を基準日とする定時株主総会のデータ）に基づき、あずさ監査法人が東証上場企業分を集計、分析。 

早期Web開示による議案検討期間
拡大の効果（2015実績）＝約４営業日～ 

１．招集通知情報の早期（発送前）Web開示 
 早期Web開示による議案検討期間の拡大日数イメージ 
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 AA種類株の件など投資家の関心が高い企業、又は招集通知の到着が遅い企業については、企業のウェ
ブサイトから招集通知を直接入手した上で議案の検討を行っており、早期Web開示は議案検討期間の
確保に有効ではないか。 

 数多くの企業の議案を集中的に処理せざるを得ないという余裕のない現状において、企業のウェブサイトや
東証ウェブサイトに連日自らアクセスして議案情報を探すのは手間もかかる。このため、早期に開示された
議案情報を有効に活用できていない投資家も多いのではないか。外部のサービス会社を活用するという選
択肢もあるが、例えば、メール通知などのプッシュ型の通知サービスがあれば利便性は高まるのではないか。 

 議案検討を効果的かつ効率的に行うには、開示情報の一覧性を確保することが重要であり、例えば、東
証のウェブサイト等で招集通知が証券コード順や開示日順に並んでいれば活用しやすいのではないか。また、
招集通知のXBRL化も検討すべきではないか。 

 早期Web開示は任意開示であるため、修正等があった場合の取扱いなどを考えると、二度手間を防ぐた
め、招集通知の到着まで待つ投資家も多いのではないか。また、大手以外の企業や機関投資家の保有
比率が低い企業にとっては、早期Web開示のインセンティブ自体に乏しいのではないか。よって、招集通知
の修正時の取扱いルールの明確化や、早期Web開示の義務化又は米国のNotice & Access制度の
導入等の対応が必要ではないか。 

 

 

 

   

（出所）経済産業省及びあずさ監査法人による国内機関投資家等に対するヒアリング結果に基づく。 

 早期Web開示情報の利用状況について機関投資家等にヒアリングしたところ、議案の
検討期間確保につながるとの評価もあった一方で、①Web開示と同時に議案情報を入
手・利用できているわけではないとの指摘や、②開示された情報の利便性が高まれば議
案検討の充実も図られるとの声もみられた。 

１．招集通知情報の早期（発送前）Web開示 
 機関投資家による早期Web開示情報の利用状況 

■機関投資家等に対するヒアリング結果概要  



１．招集通知情報の早期（発送前）
Web開示 
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２．機関投資家による議決権行使の現状 
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第三章 今後の方向性と具体的方策 

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。 

■「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23日）抜粋 

２．機関投資家による議決権行使の現状 
 議決権行使プロセス全体の電子化に関する検討の前提① 

■「コーポレートガバナンス・コード～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～ 」（2015年6月1日、東京証券取引所）抜粋 

【原則１－２．株主総会における権利行使】 
 上場会社は、株主総会が株主との建設的な対話の場であることを認識し、株主の視点に立って、株主総会にお
ける権利行使に係る適切な環境整備を行うべきである。 
補充原則 
１－２④ 上場会社は、自社の株主における機関投資家や海外投資家の比率等も踏まえ、議決権の電子行使

を可能とするための環境作り（議決権電子行使プラットフォームの利用等）や招集通知の英訳を進め
るべきである。 

 



２．機関投資家による議決権行使の現状 

 議決権行使プロセス全体の電子化に関する検討の前提② 
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（６）議決権電子行使プラットフォームの利用促進  
 ＩＴ技術等が進展する中、電子的な方法による議決権行使を可能 とする環境を整備することが一層重要となってきている。しか
しな がら、議決権電子行使プラットフォームへの上場会社の参加は、現在、上場会社全体の１割程度という低率にとどまっている。
こうした中で、機関投資家等からは、議案の十分な検討期間等が確保され るべく、議決権電子行使プラットフォームの上場会社に
よる利用促進につき、強い要望がある。取引所においては、上場会社による議決権電子行使プラットフォームの利用促進に向け、
例えば、一定の 上場会社に対する利用義務化の検討などを含め、積極的な取組みが求められる。 なお、今後、上場会社による
議決権電子行使プラットフォームの利用が促進されていくに伴い、機関投資家等の側においても、議決権電子行使プラットフォー
ムへの参加が上場会社の事務コストの削減等に有効につながっていくよう、議決権電子行使プラットフォー ムの積極的な利用
が求められる。 

（議決権行使を容易にするための環境整備の取扱い） 
第４３７条  規程第４４６条に規定する施行規則で定める事項とは、次の各号に掲げる事項をいう。 
（１） 定時株主総会を開催する他の上場会社が著しく多い日と同一の日を、定時株主総会の日と定めないこと。 
（２） 株主総会の招集の通知を会社法第２９９条第１項に規定する期日よりも早期に発送すること。 
（３） 株主総会の招集の通知及び会社法第３０１条第１項に規定する株主総会参考書類又は施行令第３６条の２に規

定する参考書類（以下この条において「招集通知等」という。）を、招集通知等の発送後速やかに電磁的方法により投資者
が提供を受けることができる状態に置くこと。 

（４） 招集通知等を要約したものの英訳を作成し、投資者が提供を受けることができる状態に置くこと。 
（５） 株主（当該株主が他人のために株式を有する者である場合には、当該株主に対して議決権の行使に係る指図権その
他これに相当する権利を有する実質的な株主を含む。次号において同じ。）が電磁的方法により議決権（議決権の行使に
係る指図権その他これに相当する権利を含む。次号において同じ。）の行使を行うことができる状態に置くこと。 

（６） その他株主の株主総会における議決権の行使を容易にするための環境整備に向けた事項 

■有価証券上場規程施行規則（東京証券取引所）  

■金融審議会 金融分科会 「我が国金融・資本市場の国際化に関するスタディグループ 報告 
～上場会社等のコーポレート・ガバナンスの強化に向けて～」  （平成２１年６月１７日）抜粋 
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２．機関投資家による議決権行使の現状 
 議決権行使の基本的な流れ（国内機関投資家）   
 株主名簿管理人から招集通知・議決権行使書面が管理信託銀行（名義株主）に送付され、

管理信託銀行はアセットマネージャーに招集通知を郵送する。 
 アセットマネージャーは議決権行使の指図をe-mail・FAX等で管理信託銀行に行う。 
 管理信託銀行は、指図内容を集計し株主名簿管理人に郵送。株主名簿管理人は個人株主

分も含め、行使結果を集計し、発行会社に通知する。  

アセット・
オーナー 
（年金
等） 発行 

会社 

ファンド 
マネージャー 

議決権行使
担当者等 

議決権行使助言会社 

【日本】 

アセットマネージャー 
（投資顧問会社、 

信託銀行等） 

※1：管理信託銀行とは、年金加入者の資産管理や、アセットマネージャー（運用受託機関）がとりまとめた運用指示にもとづいて運用商品の売買、配当、年金・一時
金の支払いなどを行う機関。 

株主名
簿管理

人 
（信託
銀行
等） 

個 
 

人 

株式事務
委託契約 

助言・情報提供等 

投資顧
問契約 

管理信
託銀行 

 
（名義
株主） 
※１ 

株主総会・議案情報通知の経路 

凡例 

議決権行使指図の経路 

（出所）関係者へのヒアリング結果等に基づき、経済産業省作成 
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 株主名簿管理人から招集通知・議決権行使書面が国内の常任代理人に郵送され、常任代理人（又はその委託業
者）は、議案名を翻訳し、 総会情報（日時・場所等）とともにe-mail等で議決権行使事務代行業者へ送信する。 

   ※注1：多くのグローバルカストディアン（海外の名義株主）は議決権行使を代行業者にアウトソーシングしている。 
    ※注2：招集通知（翻訳版）本体・参考書類はグローバルカストディアン又はアセットマネージャーの求めに応じて送付・送信する。 

 同代行業者は議案名・総会情報を自らが提供する議決権行使システムに登録し、e-mail等でアセットマネー
ジャーに伝達する。 

 アセットマネージャーは、議決権行使の指図を同議決権行使システム上で行う。 
 同代行業者は、指図内容を集計し常任代理人に通知。常任代理人は指図内容を議決行使書に記入し、株

主名簿管理人に郵送。株主名簿管理人は、個人株主分も含め、行使結果を集計し、発行会社に通知する。  

※2：サブカストディアンは、グローバルカストディアンがサービスを提供する各市場において、現地の仕組みに沿った証券の受渡しや保管・決済等のサービスを提供するため選任される。わが国では、通常、銀行又は証券会社等の金融機関
が常任代理人として、外国人投資家に代わって、 配当金及び諸通知の受領や、名義書換請求権及び 増資・新株引受権の権利の行使等のサブカストディー業務を担っている。 

※1：グローバルカストディアンとは、海外有価証券の売買決済や保管、複数通貨の統合処理、利子/配当の収受といった業務を行う機関のこと。多額のシステム・設備を伴うことから、シティバンク、ＪＰモルガンチェースなど欧米有力銀行が主力を占める。 

２．機関投資家による議決権行使の現状 
 議決権行使の基本的な流れ（海外機関投資家） 

アセット・
オーナー 

（年金等） 
発行 
会社 

【日本】 

株主名簿
管理人 

（信託銀
行等） 

個 
 

人 

株式事務
委託契約 

 

【海外】 
 
 
 

常任 
代理人 

（都市銀行
等） 

 
サブカスト
ディアン 

※2 

議決権行使 
事務代行 

グローバル
カストディ
アン（名
義株主） 

※1 

サブカスト
ディー契約 

ファンド 
マネージャー 

議決権行使担
当者等 

アセットマネージャー 
（運用会社 等） 

投資顧
問契約 

 

代行
契約 

株主総会・議案情報通知の経路 

凡例 

議決権行使指図の経路 

（出所）関係者へのヒアリング結
果等に基づき、経済産業省作成 
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 招集通知の発送が法定２週間前と仮定した場合、発送日～総会日前日までは11営業日(2015年）。 

 国内機関投資家に招集通知が届くまでに2～3営業日必要（①）。（遅くとも総会の８営業日前まで） 

 管理信託銀行の指図集計等及び株主名簿管理人への郵送に2営業日程度（②）、株主名簿管理人の
行使結果集計等に3営業日程度（③）必要であるため、投資家による議決権指図の〆切は総会の5営
業日前（②＋③）。 

 よって、議案検討期間は「11営業日－7～8営業日（①+②＋③）＝実質3～4営業日」となる。 

管理信託銀行 

+1～2日 

指図締切り 
総会の5営業日前 

6/11（木） 6/12（金） 

議決権の指図 
（指図書(Excel)をe-mail送信） 

国内機関 
投資家 

発行企業 
株主名簿 
管理人 

6/22（月） 

招集通知の郵送※1 

指図集計・行使書作成（+1日） 
（賛否記入、不統一行使内訳明細作成等） 

郵送※1（＋1～2日） 

+1～2日 

議案の検討期間 
３～４営業日 

+2～3日 

凡例 
株主総会・議案情報通知の経路 

議決権行使指図の経路 

招集通知の郵送※1 
（指図書原紙(Excel)は事前に送信） 

6/16（火） 

6/19（金） 

6/12（金） 

ISS・Glass 
Lewis等 

招集通知発送日後、 
1～5営業日以内を目途に 
賛否推奨レポートを提供 

2015年6月11日（木）招集通知発送日 6月26日（金）株主総会開催のケース（イメージ） 

※1 郵送期間は、午前差出・午後差出の別、郵送先の所在地、天候などにより変化する。上記フロー図では便宜上、株主名簿管理人・管理信託銀行間の郵送は１日、管理信託銀行・国内機関投資家間の郵送は2日で計算。土
曜日も集配はあるが、営業日を前提。 

※2 株主名簿管理人は、機関投資家分は行使書の到着日に行使結果を集計し、個人株主分の集計結果（通常、総会日前日の夕方頃まで行使が可能）と併せて、総会日前日までに発行企業に毎日集計結果を報告 

6/16（火） 6/23（火） 

行使結果集計※2 

6/26（金） 

株
主
総
会 

+3日 

行使書の到着期限 
総会の原則3営業日前 

総会情報入手 

（出所）関係者へのヒアリング結果等に基づき、あずさ監査法人作成 

２．機関投資家による議決権行使の現状 
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 招集通知の発送が法定２週間前と仮定した場合、発送日～総会日前日まで11営業日(2015年）。 

 海外機関投資家に議案名・総会日時等の情報が届くまでに、常任代理人への招集通知の郵送、常任
代理人による議案名翻訳、議決権行使代行による投資家への電子通知等で2営業日程度必要（①）。 

 議決権行使代行の指図集計に1営業日程度（②）、常任代理人の議決権行使書記入及び株主名簿
管理人への郵送に2～4営業日程度（③）、株主名簿管理人の行使結果集計作業等に３営業日程度
（④）必要であるため、投資家による議決権指図の〆切は、総会の6～8営業日前（②＋③＋④）。 

 よって、議案検討期間は「11営業日－8～10営業日（①+②＋③＋④）＝実質1～３営業日」となる。 
2015年6月11日（木）招集通知発送日 6月26日（金）株主総会開催のケース（イメージ） 

常任代理人 

+1～2日 

指図締切り 
総会の6～8営業日前 

6/11（木） 6/12（金） 

議決権の指図 
（電子PF上） 

6/23（火） 

グローバル 
カストディアン 

海外機関 
投資家 

議決権行使代行
（Broadridge等） 

 
【電子ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ

(PF)】 

発行企業 
株主名簿 
管理人 

6/18（木） 

6/15（月） 

6/18（木） 

議決権行使の代行契約 
実質株主情報通知 

6/17（水） 

招集通知の郵送※1 

議決権行使書作成(+1～2日） 
 （賛否記入、不統一行使内訳明細作成等） 

郵送(+1～2日）※1 

＋0～1日 +0～1日 

+1日 +2～4日 

行使書の到着期限 
総会の原則3営業日前 

凡例 
株主総会・議案情報通知の経路 

議決権行使指図の経路 

グローバルカストディアン・議決権行使代行の情報共有他 

6/15（月） 

総会情報※2送信 
議案名の翻訳・送信 

（e-mail等） 

総会情報※2のPF入力・通知 
（e-mail等） 

指図された議決権の集計 
（電子PF上） 

6/15（月） 

6/15（月） 

※1 郵送期間は、午前差出・午後差出の別、郵送先の所在地、天候などにより変化する。上記フロー図では、便宜上、株主名簿管理人・常任代理人間の往路郵送は１日、復路郵送は2日で計算。土曜日も集配はあるが、営業日を前提。 
※2 ここで送信される総会情報とは、会社名、総会開催日・場所、指図〆切日、基準日等である。招集通知（翻訳版）本体・参考書類はｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｶｽﾄﾃﾞｨｱﾝ又は海外機関投資家の求めに応じて常任代理人が送付・送信する。 
※3 株主名簿管理人は、機関投資家分は行使書の到着日に行使結果を集計し、個人株主分の集計結果（通常、総会日前日の夕方頃まで行使が可能）と併せて、総会日前日までに発行企業に毎日集計結果を報告 

ISS・Glass 
Lewis等 

議案の検討期間 
1～３営業日 

総会情報入手 

6/15（月） 

行使結果集計（※3） 

6/26（金） 

株
主
総
会 

+3日 
6/18（木） 

（出所）関係者へのヒアリング結果等に基づき、あずさ監査法人作成 

２．機関投資家による議決権行使の現状 

招集通知発送日後、 
1～5営業日以内を目途に 
賛否推奨レポートを提供 
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 招集通知が法定２週間前発送と仮定した場合、発送日～総会日前日まで11営業日(2015年）。 

 発行企業は招集通知を発送日の２営業日前にICJに登録（TDnet経由）。その後、ICJによる議案名の入
力等に２日要し、国内機関投資家は「発送日と同日」に招集通知を入手。 

 国内機関投資家は発送日当日から総会日前日の正午まで議決権行使の指図が可能（期限内であれば
何度も再指図が可能）。 

 よって、議案検討期間は実質10～11営業日となる。 

2015年6月11日（木）招集通知発送日 6月26日（金）株主総会開催のケース（イメージ） 

※1 TDnet(ティー・ディー・ネット)とは、東京証券取引所の運営する適時開示情報伝達システム(Timely Disclosure network)のこと。なお、英文招集通知の登録は作成している場合に限る。 
※2 株主総会の基準日到来後、ICJは株主名簿管理人並びに資産管理信託銀行より株主情報（主には株数情報）をシステムを介して入手し、登録株主と実質株主のデータが一致しているかの照合並びに調整を行う。 
※3 総会情報とは、会社名、総会開催日・場所、指図〆切日、基準日等である。招集通知（翻訳版がある場合は翻訳版も）も電子プラットフォーム上に掲載する。 （出所）関係者へのヒアリング結果等に基づき、あずさ監査法人作成 

２．機関投資家による議決権行使の現状 

6/9（火） 6/9（火） 

議決権の指図 
（電子PF上） 6/25（木） 

管理信託銀行 

国内機関 
投資家 

発行企業 
株主名簿 
管理人 

実質株主情報通知※2 

招集通知の
郵送 電子行使期限 

総会の1営業日前 

凡例 

株主総会・議案情報通知の経路 議決権行使指図の経路 株主名簿管理人・管理信託銀行・ICJの情報共有他 

指図された議決権の集計 
（電子PF上） 

発送日の2日前 

TDnet※1への招集通知
（和・英）の登録 

6/11（木） 
+2日 

議案情報をPFに入力 
総会情報※3の通知 

(e-mail) 
 

6/11（木） 

名義株主情報の通知※2 

6/11（木） 

6/25（木） 

+0日 

指図締切 
総会の1営業日前 

株
主
総
会 

議案の検討期間 
10～11営業日 

ISS・Glass 
Lewis等 

総会情報入手 

ICJ／Broadridge 
 電子プラットフォーム(PF) 

6/26（金） 

招集通知発送日後、 
1～5営業日以内を目途に 
賛否推奨レポートを提供 
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 招集通知が法定２週間前発送と仮定した場合、発送日～総会日前日まで11営業日(2015年）。 

 発行企業は招集通知を発送日の２営業日前にICJに登録（TDnet経由）。その後、ICJによる議案名の翻訳・
入力等に２日要し、海外機関投資家は「発送日と同日」に翻訳された議案名・総会日時等の情報を入手。 

 海外機関投資家は発送日当日から総会日前日の正午まで議決権行使の指図が可能（期限内であれば何
度も再指図が可能）。 

 よって、議案検討期間は実質10～11営業日となる。 

2015年6月11日（木）招集通知発送日 6月26日（金）株主総会開催のケース（イメージ） 

※1 TDnet(ティー・ディー・ネット)とは、東京証券取引所の運営する適時開示情報伝達システム(Timely Disclosure network)のこと。なお、英文招集通知の登録は作成している場合に限る。 
※2 株主総会の基準日到来後、ICJは、株主名簿管理人、常任代理人、グローバルカストディアン（Broadridge経由）より株主情報（主には株数情報）をシステムを介して入手し、名義株主と実質株主のデータが一致しているかの照合並びに調整を行う。 
※3 総会情報とは、会社名、総会開催日・場所、指図〆切日、基準日等である。なお、招集通知（翻訳版がある場合は翻訳版も）も電子プラットフォーム上に掲載する。 （出所）関係者へのヒアリング結果等に基づき、あずさ監査法人作成 

２．機関投資家による議決権行使の現状 

ICJ／Broadridge 
 

常任代理人 

6/9（火） 

議決権の指図 
（電子PF上） 

6/25（木） 

グローバル 
カストディアン 

海外機関 
投資家 

発行企業 
株主名簿 
管理人 

招集通知の
郵送 

電子行使期限 
総会の1営業日前 

凡例 
株主総会・議案情報通知の経路 議決権行使指図の経路 株主名簿管理人・常任代理人・グローバルカストディアン・ICJの情報共有他 

指図された議決権の集計 
（電子PF上） 

発送日の2日前 

電子プラットフォーム(PF) 

Tdnet※1への招集通知
（和・英）の登録 

6/11（木） 
+2日 

議案名の翻訳・PFに入力 
総会情報※3の通知 

(e-mail) 

6/11（木） 

6/11（木） 

6/25（木） 

+0日 

指図締切 
総会の1営業日前 

6/9（火） 

ISS・Glass 
Lewis等 

議案の検討期間 
10～11営業日 

株
主
総
会 

総会情報入手 

名義株主情報
通知※2 

議決権行使の代行契約 
実質株主情報通知※2 

6/26（金） 

招集通知発送日後、 
1～5営業日以内を目途に 
賛否推奨レポートを提供 

名義株主情報の通知※2 
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 ICJに参加している発行企業に対する議決権行使において、機関投資家がICJを利用すれば、 
  ① 発送日と同日に議案名及び総会情報をプッシュ型で入手できるとともに、 
  ② 株主総会の前日まで議決権行使を行うことができるようになる。 
 これにより、議案検討期間は、ICJを利用しない場合に比べ、国内機関投資家で＋6～8営業日

程度、海外機関投資家で＋7～10営業日程度、拡大することが見込まれる。 

議案検討期間の 
拡大効果イメージ＝ 
＋7～10営業日程度 

○海外機関投資家 

郵送 議案翻訳 等 
2営業日 

行使結果作成・集計 
郵送 等 

6～8営業日 

議案の検討期間 
1～３営業日 

招集通知 
発送日 

総会情報入手 
（指図開始） 

指図締切日 
（総会6～8営業日前） 

行使期限 
（総会前日） 

議案の検討期間 
10～11営業日 ICJ利用 

ICJ未利用 

○国内機関投資家 

郵送 
２～３営業日 

行使結果作成・集計 
郵送 等 
5営業日 

議案の検討期間 
３～４営業日 

招集通知 
発送日 

総会情報入手 
（指図開始） 

指図締切日 
（総会5営業日前） 

行使期限 
（総会前日） 

議案の検討期間 
10～11営業日 ICJ利用 

ICJ未利用 議案検討期間の 
拡大効果イメージ＝ 
＋6～8営業日程度 

２．機関投資家による議決権行使の現状 
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 議決権行使電子プラットフォーム（ICJ）の利用に向けた主な課題として、①投資家からは、発行
会社のICJ参加の有無により、機関投資家の指図フローが二重になるため、議決権行使業務が
煩雑となること、②企業からは、ICJの利用料低減や機関投資家側のプラットフォーム利用率向上
等が指摘されている。 

議決権行使電子プラットフォーム（ICJ）の利用に向けた課題 
２．機関投資家による議決権行使の現状 

■「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23日）抜粋 

第二章 議論・分析・問題提起 
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。 
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。 

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。 

（注）2015年10月28日時点の登録企業は564社に増加している。 
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