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株主総会の招集通知関連書類の電子提供について（その１） 

～提言とりまとめの骨子案～ 

 

 

Ⅰ 提言の経緯・背景 

 
 企業が持続的な成長や中長期的な企業価値向上を実現する上では、企業と株主・投資

家が建設的な対話を行うことが重要である。この対話促進に向けた具体策について、株

主総会プロセスの電子化促進等に関する研究会（以下、「本研究会」という。）は、昨年

11 月以降、「持続的成長に向けた企業と投資家の対話促進研究会」（座長：伊藤邦雄一橋

大学大学院商学研究科特任教授）の報告書の提言（平成 27 年 4 月公表）、そして、「日

本再興戦略改訂 2015」（平成 27 年 6 月閣議決定）を踏まえ、検討してきた。 
 
 特に、本研究会は、株主総会プロセスにおけるインターネットの利用が、企業と株主

とのコミュニケーションの幅を拡げ、対話の質を更に高めていくのではないかという問

題意識の下、株主総会の招集通知等の情報提供の在り方について、諸外国の事例を参照

しながら、我が国における法制度や実務の現状を踏まえ、検討を重ねてきた。 
 
 インターネットの利用者は既に 1 億人を突破している。株主総会の招集通知等の情報

もインターネット上で提供されており、その掲載情報を株主に電子メール等で通知する

サービスも展開されている。また、インターネットによる情報提供は、株主総会前に提

供される情報の質・量の充実や株主による議案の検討期間確保など、本研究会が目指す

「対話型株主総会プロセス」を実現する上での必須条件面での効果も期待できる。この

効果がしっかりと活かされるよう、法制度面においても、インターネット利用の普及・

発展を踏まえつつ工夫していくことが期待されている。 
 

 

Ⅱ 企業と株主・投資家との対話を促進するための具体的提言 

 
１．招集通知関連書類の電子提供の促進・拡大に向けた制度整備 

 
 対話の充実を図るための環境整備を目指す一環として、国民生活や企業活動におけ

るインターネット利用が更に拡大・深化していくことも視野に、以下の方向で「新

たな電子提供制度」を整備していくことを提言するということでよいか。 

 法制度上においても、インターネットの普及を踏まえ、電子的な手段を通じて、

対話の一層の充実を可能とする方向で見直していくこと 
 制度変更により生じうる不利益がある場合は、適切に手当てが講じられるように

すること 

 
 その具体的な理由・背景としては、以下の整理で良いか。 
 第一に、インターネットの利用は、国民生活や企業活動の基盤として十分定着
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している。足元でのインターネット利用者は既に 1 億人を突破しており、利用

率は約 8 割（10~50 歳代では 9 割以上、60 歳代では 7 割以上）に達している。

また、上場企業に関しては、平成 21 年の上場規則改正により、招集通知や関連

書類のインターネット開示が義務付けられており、株主はその情報にアクセス

可能となっている。さらに、招集通知等の情報がインターネットに掲載された

タイミングで、掲載された事実を株主に電子メール等で通知するシステム環境

も整っている 。 
 

 第二に、インターネットを利用した情報提供が株主・投資家にもたらすメリッ

トも無視できない。企業にとっても、多数の株主とのコミュニケーションを充

実させる重要なツールとなりうる。 
具体的には、以下のようなメリット・効果が期待される。 
① 情報を検索しやすくなる。株主は、自分の関心がある情報にリンクを通じ

て直接アクセスでき、情報を探す手間を省くことができる。 
② ダウンロード可能なデータであれば、分析ツール等を活用して、他の情報

との関連付けを行いながら、企業間の比較・分析を行うことが容易になる。

株主は、自ら分析を行わずとも、情報ベンダー等を通じてそれらの情報を

入手できる。 
③ 株主は、決算短信や有価証券報告書、その他会社の製品・サービス情報な

ど、企業の Web サイト上にある招集通知以外の情報にアクセスする機会

を得ることができる。 
加えて、招集通知情報と併せて、社長からのメッセージ動画や株主総会のイン

ターネット中継等が提供されれば、株主と経営層との距離感を縮めることがで

きる。招集通知情報の電子提供を契機として、株主と企業がインターネットで

つながれば、企業側からのタイムリーな情報提供や質疑対応などの双方向のコ

ミュニケーションもやりやすくなる。 
 

 第三に、招集通知関連書類の電子提供は、株主総会前に提供される情報の充実

や、株主による議案の検討期間拡大といった効果をもたらしうる。 
現状、株主総会の招集通知等の情報提供に関しては、会社から株主に紙媒体で

郵送しているのが通常であるところ、印刷・郵送費用を抑えることを目的とし

て書面の量を一定程度に抑えるべく、株主に送付する情報そのものの内容を制

約しているおそれがあるとの指摘がある。また、大量数の招集通知関係書類を

印刷し封入する機械等の都合から、一定の頁数以内に情報を集約せざるをえな

いという制約が生じている例もある。こうした中で、紙媒体による情報提供か

らインターネット上での情報提供にシフトすれば、紙面の制約を気にすること

なく、企業は株主に伝えたい情報を盛り込むことができる。加えて、現状では、

招集通知や関連書類の印刷・封入等の作業に大手企業であれば 2 週間程度の時

間を要しているところ、この時間を情報開示の充実や株主の議案検討期間など

に活用することができるようになる。 
 

 このように、既に普及しているインターネット技術を適切に活用することがで
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きれば、企業と株主・投資家との対話の一層の充実や質の向上を図ることがで

き、本研究会が目指す「対話型株主総会プロセス」に向けた大きな一歩となる。

法制度面においても、技術の普及状況を見ながら適切なタイミングでこれらの

効果が得られるような工夫ができないか。 
 

 
２．新たな電子提供制度の方向性 

 
 新たな電子提供制度の骨格としては、海外の取組が参考になるのではないか。 
その海外の取り組みの共通点としては、以下のとおりと理解してよいか。 

① 株主総会前に提供すべき全ての情報がインターネット上で開示されていること 
② Web アドレス等の必要最低限の情報は書面で株主に通知されること、 
③ 企業が当該制度を採用する上で、株主からの個別承諾は要さないこと 
④ 全ての情報を書面で受け取ることを希望する株主は、その旨企業に要請する必

要があること 

 
（注）なお、各国ともに、株主からの個別承諾があれば、全ての情報を電磁的方法により提供す

ることが認められている（例えば電子メールで株主総会情報が掲載された Web アドレスや

議決権行使サイトへのリンク情報等を通知するなど）。本文で掲げる共通点は、株主からの

個別承諾を得ない場合の制度設計に関するものであり、株主には何らかの情報が書面提供

されることが前提になっている点に留意する必要がある。 
 
 

３．具体的な制度設計の在り方 ⇒ 次頁以降 
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株主総会の招集通知関連書類の電子提供について（その２） 

～具体的な制度設計の在り方等について～ 

 

 

 

○第３回研究会においては、具体的な制度設計に関して、定款変更により新たな電子提

供制度を採用できるようにすることが適当ではないかとの指摘があった。また、書面

請求への対応を法制度として位置づけることについて慎重な意見が提示された。 

○本日は、第３回研究会で指摘された点や各方面からの意見・コメント等をベースに作

成した以下の事項について、ご議論いただきたい。 

 

 

 

１．制度の主な対象企業 

 
 新たな電子提供制度の趣旨が株主との対話促進にあること、多数かつ多様な株主構

成の上場企業だからこそ、充実した情報を適切なタイミングで提供を行うにあたっ

てはインターネット利用の効果が高いことから、本研究会では、主に上場企業に利

用されることを念頭に、新たな電子提供制度を検討するということで良いか。 
 
 
 
２．制度の適用方法 

 

 新たな電子提供制度については、各企業が直面している株主との関係性を踏まえつ

つ、株主意思確認手続き（定款変更）を経た上で、各企業が自主的に選択していく

ことが適当ということでよいか。 
 

 理由としては、例えば以下が挙げられるが、他の理由としては何が考えられるか。 
 招集通知等の情報提供に関し、どこまで電子化を進めるべきかの判断は、各上場

企業の株主構成等によっても異なりうる。会社法上、定款により各企業が機関設

計や電子公告制度の採用を選択できることと同様に、新たな電子提供制度の利用

についても、株主意思確認手続（定款変更）を経て、各企業が自主的に選択して

いくことが適当ではないか。 
 株主との良好な関係を構築したいという企業ニーズを踏まえると、英国のような

みなし同意を得る方策や米国やカナダのように会社内部の意思決定のみで原則

電子提供とする制度を採用するような方策よりも、株主意思確認手続（定款変更）

を経ることとした方が良いのではないか。 
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３．原則として電子提供する情報の範囲 

 

 原則として電子提供する情報の範囲としては、以下を除くすべての情報ということ

でよいか。すなわち、以下の情報は、必要最低限の情報として、株主からの個別承

諾を得ない限り、書面により提供することとするという整理でよいか。 
① 株主総会の基本的情報 
② 株主総会前に提供すべき情報が掲載された Web サイトのアドレス 
③ 議決権行使書面 
 

 「株主総会の基本的情報」については、例えば、総会日時・場所、議決権行使手続

きに関する情報、議案の概要など、現行制度上の「招集通知」に相当する情報も書

面通知の対象に含めることとすることが想定されるが、必要最低限の情報として、

具体的にはどのような範囲が適切か。 
他方、株主総会の基本的情報やその他の情報を含め、例えば定款に定めること等

により、書面提供か電子提供かを選択できるようにするとの考えもあるが、これに

ついてどう考えるか。 
 

 「Web サイトのアドレス」は、株主総会に関する情報へのアクセス手段を示すもの

であり、新たな電子提供制度のベースとなる重要情報であるため、必要最低限の情

報として、株主からの個別承諾を得ない限り、書面により通知されるのが適当とい

う整理でよいか。その他の理由としては何が考えられるか。 
 

 なお、「議決権行使書面」は、現状では、株主による権利行使のための手段の一つで

あると同時に、日本における実務上、株主総会への出席カードとしての役割も果た

しているため、米国の制度のように Web サイトのアドレス等が記載された書面と共

に議決権行使書面を同封することを禁止するということは望ましくなく、書面によ

り通知されるのが適当という意見があった。一方で、米国のように議決権行使が一

括サイトで電子行使できるようになれば、書面なしでも十分との声もある。 
このため、議決権行使書面についても、株主構成や議決権行使の実態を踏まえつ

つ、中長期的なＩＴ化の進展も視野に入れ、例えば定款に定めること等により、書

面提供か電子提供かを選択できるようにするのが適当との指摘もあるが、これにつ

いてどう考えるか。 
また、カナダでは、議決権行使比率が低下することを防止するため、Web サイト

のアドレス等が記載された書面と議決権行使書面を同封することが強制されている

が、これについてどう考えるか。 
 
 

４．株主からの書面請求への対応 

 
 個別の書面請求への対応を法制度として位置づけることについては、第 3 回研究会

において、企業実務の観点から慎重な意見が提示された。例えば、以下のような理

由が挙げられるが、これについてどう考えるか。 
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 現行制度は、実務上、株主から個別に電磁的方法による情報提供を受けることの

承諾を得ることに加え、株主からの書面請求権への対応が煩雑になる等の理由か

ら、この制度を利用している企業は上場企業の２％とほとんど利用されていない

状況にある。また昨年 11 月に行ったアンケート調査結果においても、実務面で

考えられる課題として「書面請求対応等に関する管理コストの問題」を挙げる企

業が 282 社中 117 社（41.5％）と最も多い。これを踏まえると、個別の書面請

求への対応が制度的に求められた場合、企業による制度利用は進まず、インター

ネット利用の効果が株主にも企業にももたらされないこととなるのではないか。 
 すなわち、個別の書面請求権を制度上位置づけた場合、制度上の要請から、個

別の書面請求権を行使した株主と行使していない株主とを分類して管理・対応

する追加の手続きが生じることとなる。この場合、書面請求権を行使した株主

に万が一総会関係書類が到達していないなどの事態が生じると、それは総会決

議取消のリスクとなるおそれが懸念されることから、企業側としては書面請求

権の個別管理を正確かつ厳格に行う必要が出てくる。この株主の分類管理手続

は、現状の株主総会の現場実務では生じていない追加手続であり、負担感が大

きいのではないか。 
 また、個別の書面請求権制度が導入された場合、①書面請求権を行使した株主

に書面が郵送されていないことだけでなく、②書面請求権を行使していない株

主に書面が郵送されることについても、現場対応上の混乱が懸念されるのでは

ないか。 
 Web アドレス等が掲載された書面（通知）の送付後に、株主からの個別の書面

請求に対応する場合、かえって各株主に総会関係書類が到達する時期が現状よ

りも遅れてしまう事態となる。こうした時期の遅れを解消するには、総会基準

日からWebアドレス等が掲載された書面の送付日までの間に個別の書面請求権

行使の意思確認を各株主から個別に行うことが考えられるが、こうした手続を

総会時期ごとに毎回追加で行うことは困難ではないか。 
 

 新たな電子提供制度については、定款変更プロセスを経ること（株主総会の承認を

得ること）により、株主からの賛意を得る手続を踏むこととなることから、個別の

書面請求への対応を法制度として位置づけず、企業が内部で取扱いを定めた上で対

応すると整理してはどうかとの意見がある。例えば以下のような考え方があるが、

これについてどう考えるか。 
 
 いわゆるデジタルデバイド等が懸念される個人株主等を含め、株主総会において

株主との円滑かつ良好な関係を構築したいというインセンティブが企業にはあ

る。昨年 11 月に行ったアンケート調査結果においても、新たな電子提供制度の

導入に関する課題として多くの企業（282 社中 116 社（41.1％））が「高齢者な

どのデジタルデバイド問題」を指摘している。また、企業により株主構成も異な

ることから、企業側に対応を委ねた方が適切な対応を柔軟に講じることが期待さ

れるのではないか。 
 現行の Web みなし提供制度においては、一部の招集通知関連書類の電子的提供
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については監査役、監査委員、監査等委員の異議がないことが条件とされている

ものもある。例えば、書面請求権は制度上設けないけれども、定款変更議案の上

程に当たって監査役等の異議がないことを条件とすることで、新たな電子提供制

度の採用に慎重を期することとする、と整理するも一案とではないか。 
 新たな電子提供制度を利用するか否かについての判断と、個別の書面請求権を排

除するか否かについての判断に関して株主の意思が異なり得ることも考えられ

る。このため、新たな電子提供制度を利用するか否かについてだけでなく、個別

の書面請求権を排除するか否かについても、各企業の状況に応じて定款の定めに

より選択することができるという制度設計もあり得るのではないか。 
 

 株主総会前に提供されるべきは情報の中味であり、書面提供か電子提供かは手段に

過ぎない。原則として電子提供とするという制度趣旨を鑑みれば、書面で情報を入

手したい株主は、Web 上から入手することが基本になるのではないかとの指摘もあ

るが、これについてどう考えるか。 
 

 他方、電子化を進めるにしても、いわゆるデジタルデバイドの問題を考慮すれば、

現行制度において個別承諾をした場合であっても認められている書面請求権を、多

数決によって株主から奪ってしまうことには慎重に考えるべきとの指摘もあった。

これとの関係でどう考えるか。 
 

 また、米国・カナダ・英国の制度をみると、書面請求権は排除されていない。一方

で、米国・カナダでは制度の採用企業は増加しており、一定のコスト削減効果もみ

られる。米国・英国では、個人株主の約８割が株主総会情報を電子的に受け取って

いるなど、一定の普及がみられる。これとの関係でどう考えるか。 
 

 仮に書面請求権を制度上位置づける場合であっても、例えば総会決議取消のリスク

と切り離されたような制度設計にするなどの工夫は可能か。 
また、現行制度上、電子提供に関する個別承諾があった場合の書面請求権の範囲

としては、議決権行使書面と株主総会参考書類に限定されているが、新たな制度の

もとではどのような範囲とすることが考えられるか。 
 
 

５．その他 

 
 その他、新たな電子制度に関する提言案に盛り込んでおくべき事項はあるか。 

例えば、以下のような内容を盛り込むこととしてはどうか。 
 
（招集通知期間） 
 新たな電子提供制度の下での招集通知期間に関しては、総会前に提供される情報

の充実と株主による議案検討期間の確保という両方の観点から、適切に設定する

ことが期待される。 
 また、本研究会では、株主提案の期限が総会日の８週間とされていることが、招
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集通知情報の提供時期の制約になっている可能性について指摘があった。対話促

進の観点から、この点についても併せて検討が進められることを期待したい。 
 

（議決権の電子行使や総会日程の適切な設定等） 
 新たな電子提供制度は、対話先進国に向けたインフラ整備の一部にすぎない。対

話促進の観点からは、関係者において、議決権の電子行使や総会日程の適切な設

定についての取組が進むことが求められる。 
 
（対話支援産業への期待） 

 新たな電子提供制度は、企業と多数の株主とのコミュニケーションの幅を拡大す

る契機になるとも期待される。この観点から、信託銀行や証券代行、コンサルタ

ント等、株主総会プロセスに関わる「対話支援産業」が果たす役割も重要である。 
 例えば、招集通知等の情報受取や議決権の電子行使が行いやすいシステム環境が

整えば、企業と株主双方の利便性を高め、対話の充実や質の向上にもつながるだ

ろう。 
 今後、新たな電子提供制度に関する検討の進捗を踏まえつつ、対話支援産業にお

いて、新たなサービス展開に向けた検討が進み、企業と株主・投資家との対話を

通じた企業の持続的な成長や中長期的な企業価値の向上につながっていくこと

を期待したい。 
 

以上 
 


