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１．株主総会関連の適切な基準日設定の必要性 

■総会の意思決定が現在の株主の利益に反するおそれ 
（総会日に株主でない者が議決権を行使する一方、株主である者が 
  議決権行使を出来ない場合が増える） 

１．決算日から総会日までの期間が
諸外国に比べて短い。 

    日本：３ヶ月以内    
    欧米：４～５ヶ月後 

２．招集通知から総会日までの期間が
諸外国に比して短い。 

    日本：２～３週間              
    欧米：１～２ヶ月 

３．議決権行使の基準日から総会日ま
での期間が、諸外国に比べて長い。 

    日本：３ヶ月以内 
    米国：２ヶ月以内 
    英国：２日以内 

①早期(発送前）Web開示 
 議案検討期間は、1週間程度拡大する見込み（2015年は4営業日） 

②議決権電子行使プラットフォーム（ICJ）の利用 
 議案検討期間は、１～2週間程度拡大する見込み 

 

■議案を検討できる期間が非常に短い 

■情報開示の準備や監査の期間が十分とはいえない 

⇒ 上記①②に取り組んだとしても、招集通知から総会日まで
の期間は、グローバルな水準「1ヶ月以上」に達しない。 

 （機関投資家：実質3日等） 

我が国の現状 課 題 

企業と株主との対話の質の向上を図るべく、情報開示の準備や監査の期間の確保と、議案検討期
間の確保を両立させるには、決算日とは別に議決権行使の基準日を定め、決算日と総会日との間
の期間を確保することが求められる。 2 
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１．株主総会関連の適切な基準日設定
の必要性 

２．基準日の変更に伴う課題・疑問点への
考え方 

３．参考情報： 
   英国の株主確定と議決権行使の実務 



基準日変更に伴う課題・疑問点の概要 

①基準日と決算日が異なる場合、投資
家から見て分かりづらいのではないか 

②株主確定コストが増加するのではな
いか 

③取締役人事が遅くなることにより影響
が出るのではないか 

④配当・税務関係スケジュールが遅くなる
ことにより、影響が出るのではないか 

⑤第１四半期決算と時期が重複するた
め対応が困難ではないか 

 社会通念的には「決算日＝基準日」が浸透しているの
で、これを変えると投資家にとっても分かりにくくなるので
はないか 

 
 株主確定(総株主通知)が決算日時点と基準日時点

の二度必要となり、コストが増加する 
 

 株主総会日の後ろ倒しにより、経営者の変更までの期
間が長期化する（非取締役が代表取締役に就任する
までに時間がかかる） 

 株主総会日の後ろ倒しにより、発行企業による配当金
の支払い等に遅れが生じうる 

 
 株主総会と第１四半期決算の準備が重複する 
 株主総会における第１四半期決算説明の取扱いをどう

すればよいか 
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２．基準日変更に伴う課題・疑問点への考え方 



5 

課題・疑問点①：  
 基準日と決算日が異なる場合、投資家から見て分かりづらいのではないか 
 基準日と決算日が異なる場合について、社会通念的には「決算日＝基準日」が浸透して

いるので、これを変えると投資家にとっても分かりにくくなるのではないか、という指摘がある。 
 これに関し、機関投資家側からは、海外では基準日と決算日が異なることが一般的であり、

決めの問題に過ぎないとの指摘がなされている。 

 この（基準日の）資料に記載されている内容で、投資家は意外とデメリットだと感じていない
点もあると思っており、例えば、海外では決算日と基準日が異なることが一般的であるため、
社内でも議論したが、これは決めの問題であるという結論であった。 

■第3回研究会（平成28年2月2日）における指摘内容 

２．基準日変更に伴う課題・疑問点への考え方 

 一方で、日本では「決算日＝議決権行使基準日・配当基準日」という慣行が永らく続いてきたのも
事実。関係各方面においてその慣行をベースとした実務が構築されてきていることを踏まえると、企業
のみならず、関係者においても、決算日と基準日が異なることになった場合にどのような対応が必要と
なるかについて予め整理しておくこと、また、基準日を変更した事実が関係者にスムースに伝わるように
すること等が肝要になると考えられる。 
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課題・疑問点②：株主確定コストが増加するのではないか 
 現在、有価証券報告書及び事業報告では、「決算日」を基準として「大株主の状況」を記

載することとされており、議決権行使基準日が決算日と別の日となると、株主の確定を２
回行う必要が生じ、事務コストが増加するおそれが指摘されている。 

 この点は、現在、金融審議会のディスクロージャーWGにおいて議論中であり、第３回事務
局説明資料においては、「有価証券報告書及び事業報告における当該項目の記載時点
を議決権行使基準日としてはどうか」と投げかけがされている。 

■ 「金融審議会ディスクロージャーWG（第３回）（2016.2.19）」事務局説明資料（抜粋） 

（出所）金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ第３回 事務局説明資料 

○ 株主総会の７月開催（３月決算会社の場合）を選択した場合の開示の取扱い 
    株主総会の開催時期については、株主との建設的な対話の充実や、そのための正確な情報提供 
 等の観点も勘案しつつ、企業の判断で決定すべきであるが、株主総会の７月開催には、総会議案の 
 十分な検討時間の確保を通じた対話の促進や事業報告を有価証券報告書と同時期に開示できるこ 
 とによる監査時間の十分な確保、総会開催日の集中緩和等に繋がりうるといったメリットが存在する。 
   株主総会の７月開催を選択した場合、現在、有価証券報告書及び事業報告では、決算日を基  
 準として「大株主の状況」を記載することとされており、総会開催日を７月とすることに伴い議決権行 
 使基準日が決算日と別の日となると、株主の確定を２回行う必要が生じ、事務負担が増加するお 
 それが指摘されている。 
   総会の日程によっては議決権行使基準日が決算日と別の日となりうることからすれば、例えば、   
 有価証券報告書と事業報告における当該項目の記載時点を議決権行使基準日としてはどうか。 

２．基準日変更に伴う課題・疑問点への考え方 



7 （出所）米国： Morrow & Co. へのヒアリング、英国：Makinson Cowell へのヒアリング 

 基準日と決算日とを別にした場合、発行企業から証券保管振替機構にその旨を通知
する必要がある。 

 また、基準日を決算日と別にすると、現状では株主を２回確定する必要がある。一般に、
株主の確定にあたっては、証券保管振替機構及び株主名簿管理人への手数料が発
生する。 

 なお、海外機関投資家からは、基準日変更に伴う株主確定コストは株主にとって「価値
のあるコスト」として認識してもらいたいとの指摘がある。 

（参考1）日本における株主確定コスト 

※独国・仏国も即日確定が可能であるため、追加コストはかからないと想定される。 

■第3回研究会（平成28年2月2日）における指摘内容 
 基準日を変更する際の企業のコスト負担増の問題について、長期運用の海外機関投資家サイドの指摘は、

企業の立場のみならず、株主の立場を考えてほしいというものである。すなわち、基準日の変更に関するコスト
が発生しても、株主にとって基準日を変更することによる議案検討期間の拡大のメリットの方が大きいため、
コストをかけても基準日を変更してほしいという指摘である。 

（参考2）諸外国における株主確定コスト 
 米国・英国において、株主名簿は、発行企業等が請求してから、即日確定が可能。 

 年間を通じて何度でも確定可能で、一般的に追加費用はかからない。 
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 例えば、７月に総会を開催する場合、現在よりも取締役人事のタイミングが遅くなるため、
経営者の速やかな変更には向いていない、という指摘がある。 

 機関投資家からは、取締役人事のタイミングが遅くなることについて、企業側としてもやり
づらい面があるだろうと理解を示す声もあるものの、不都合はない旨の指摘が出ている。 

【海外機関投資家】 
 投資家として、取締役の選任が7月や8月になることには不都合を感じない。諸外国ではむしろ良くあるこ

と。 

【国内機関投資家】 
 基準日を変更し、株主総会が後ろ倒しになることは全く問題がないと思う。総会時期が何月であろうと関

係ない。新体制が4月に始まっているからという議論は6月で総会を開催している時点で既に無意味な議
論。7月に総会を移行する企業が出てきたらそれは評価したい。 

 株主総会を7月や8月に後ろ倒しする、という議論もある。こちらは企業の実務からして7月第1週にずらすく
らいが現実的な対応ではないかと思う。日本企業の新年度は4月からであり、役員体制も4月から新体制で
開始しているところが多い。経営を決める株主総会が7月末や8月というのは企業側としてもやりづらいのでは
ないかと思う。 

 株主総会の開催日が分散化し、議決権行使が平準化するのは望ましい。そのような動きはウェルカムである。
株主総会が7月や8月にずれても機関投資家として特に思うところはない。新体制が始まっているからとい
う企業側の気持ちも分からないではないが、決めの世界だと思う。 

■ヒアリング結果概要 

課題・疑問点③：取締役人事が遅くなることにより影響が出るのではないか 
２．基準日変更に伴う課題・疑問点への考え方 



9 （出所）※1：三井物産HP 等、 ※2：内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、 ※3：江頭憲治郎：「株式会社法第５版」        

 なお、最適な経営体制の機動的な構築を可能とするため、執行役員からも社長を選出
できるように定款変更を行い、4月から6月総会までの期間、執行役員社長が業務執
行している例がある。 

現行定款 変更案 
第4章 取締役及び取締役会 第4章 取締役及び取締役会 

（代表取締役及び役付取締役） 
第22条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定し、
その内1名を社長とする。 取締役会は、その決議によって取締
役会長及び取締役副会長各1名を定めることができる。但し
取締役副会長について必要に応じ1名増員することができる。 

（代表取締役及び役付役員等） 
第22条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定す
る。取締役会は、その決議によって代表取締役又は執行役員
の内1名を社長とする。 
  取締役会は、その決議によって取締役会長及び取締役副
会長各1名を定めることができる。但し取締役副会長について
必要に応じ1名増員することができる。 

（新設） 
（執行役員） 
第26条 当会社は、取締役会の決議によって、執行役員を定
め、当会社の業務を分担して執行させることができる。 

■三井物産株式会社「定款一部変更（抜粋）」（平成26年6月20日総会決議事項）※1 
（下線は変更部分） 

■参考：執行役員について 
  執行役員は、業務執行に関しては相当の裁量権限を有するものの、法的には会社の機関ではなく、一種の重要な使用人であ
る。会社との契約が雇用契約か委任契約※2かの点については、通常は前者であるが、使用人が会社との間で委任契約を締結で
きないわけではない。※3 

  （※2）委任契約（雇用との相違点）：委任には雇用のような従属的関係が認められず、受任者が自らの裁量で事務を処理する点（独立性）で区別される。 

課題・疑問点③：取締役人事が遅くなることにより影響が出るのではないか（つづき） 
２．基準日変更に伴う課題・疑問点への考え方 



10 （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23日） 

 基準日変更により総会日を変更する場合、配当について総会決議を要する企業におい
ては、配当支払時期が現行より遅くなるのではないかとの指摘がある。 

 これに関し、長期投資家には影響が少ないのではないか、という指摘されている。 
 なお、諸外国においては、我が国のように、①取締役会等の決議前の時点の株主に配

当を支払う、②決算日と配当基準日が同日に設定されている、という実務は見られない。 

 米国の配当基準日については、配当を決める取締役会決議より先立つ日を設定してはならず、かつ配当支払
日の60日以内の日と定められている（Delaware General Corporation Law §213(c)）。 

 カナダの配当基準日については、配当支払日の60日以内で企業が設定した日と定められている（CBCA 
134(1)(a)、CBCR, 2001 43(2)）。こうした規定の下、実務では、サンプル企業をみると、配当決定機関である取締
役会の決議後に配当の基準日が設定されており、各企業によって日付は異なり、また、決算日とも異なっている。  

 欧州についても、フランスにおいては、サンプル企業をみると、株主総会後に配当の基準日が定められているほ
か、ドイツにおいても、株主総会当日の株主に配当を支払う旨の決議が株主総会においてなされており、いず
れも当該日付は決算日と異なり、また企業ごとに異なる点が確認された。  

■諸外国の制度と実務 

課題・疑問点④： 
配当・税務関係スケジュールが遅くなることにより影響が出るのではないか 

 また、配当の基準日が現在よりも後になることやそれにより支払日が変わり得ることについて、投資家によって影響
や関心は異なるのではないかとの指摘があった。一般論として、長期投資家には影響が少ないのではないかと
いった指摘も示された。  

■投資家への影響 

２．基準日変更に伴う課題・疑問点への考え方 
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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 

2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】 

【参考】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 2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。 

（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（別冊）基礎資料編
＜1.概要版＞（平成27年4月） 

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


12 （出所）「会社法コンメンタール 計算等［2]」（商事法務） 

 会社法上、一定の範囲の会社は、剰余金の配当に関する事項について、高度の経営
判断を要する等の趣旨から、定款変更により取締役会決議とすることが可能。この場合、
総会日の変更の影響を受けることなく配当決議が可能となるため、配当スケジュール上
の影響は受けないと考えられる。 

  

 旧商法では、原則、利益処分案（剰余金の配当含む）は定時株主総会の承認を受けなければならなかったが、Ｈ14年商
法改正以降、以下の理由により、一定の範囲の会社には、利益処分案の権限が取締役会に付与されている。 
 利益処分は株主の基本的な権利である利益配当請求権に関連するものである一方で、高度の経営判断を要するも

のであり、必ずしも経営に関する知識・能力が十分でない株主が利益処分案について的確な判断をすることは困難なこ
とも多い。したがって、取締役会の監督機能を高めることができ、取締役会が株主の利益を適切に反映することができる
のであれば、利益処分を取締役会に委ねるほうが適切な判断ができると考えられる。 

（出所）「旬刊 商事法務 No.2085」（商事法務研究会）より作成 
（参考）剰余金の配当事項が取締役会決議により可能となった趣旨（会社法459条第1項の解説） 

○剰余金処分案の決定方法 
回答 割合 回答社数 

下記定款規定なし 株主総会で承認 62.4% 1,064 
無配 2.8% 47 

剰余金の処分権限について取
締役会の決議で定める旨の定
款規定を置いている 

株主総会で承認 11.7% 199 
取締役会の決議で決定 10.3% 175 
株主総会の決議によっては定めない旨の定款
規定も置いており、取締役会の決議で決定 

8.6% 147 

無配 3.5% 60 
無回答   0.7% 12 

N=1,704社 

取締役会決議 
実施企業 
18.9％ 

課題・疑問点④：配当・税務関係スケジュールが遅くなることにより影響が出るので 
            はないか（配当決議との関係） 

２．基準日変更に伴う課題・疑問点への考え方 

 （注）なお、中間配当については、定時総会決議とする会社であっても、年一回、取締役会で決議することが可能。 
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 事実上、上場会社は取締役会決議により計算書類の確定が可能であるため、基準日を変更し
て総会日を後ろ倒しても、法人税申告期限との関係では問題とはならない。 

 なお、無限定適正意見等が得られなかった場合は株主総会で計算書類の承認を受けることが必
要となるが、この場合の取扱いなどについては、国税当局と調整中。 

 一般的に決算日から3ヶ月以内（会計監査人設置会社等の特例）とされる法人税申告との関係についても検討が行
われた。この点については、法人税法は、内国法人に対して決算期から3ヶ月以内に「確定した決算」に基づく申告を義
務づけている（法人税法74条1項・75条の2）。しかし、上場会社は会計監査人設置会社であるところ、会計監査
人設置会社は、定款の定めにより、会計監査人の無限定適正意見があることなどの一定の要件のもとに、取締役
会の決議によって計算書類を確定することが可能であるため（会社法439条・会社計算規則163条）、事実上は、
法人税法の規制も定時株主総会の開催日程に対する制約にはならない、との見解が示された。 
 

 この点に関連して、公認会計士や監査法人の無限定適正意見が得られないか、または監査役監査報告において会計
監査報告が相当でない旨の指摘（個別指摘を含む）が付されたため、取締役会限りで計算書類の確定をすることが
できず、定時株主総会で計算書類の承認を受けなければならなくなった場合（会社計算規則163条参照）の取扱い
についても議論があった。この場合については、法人税法75条の2第1項による「やむを得ない事情があると認められる場
合」として、確定申告書の提出期限の延長が認められるかが問題となるが、上場会社等は、コーポレートガバナンス・コー
ドの適用により、株主との対話促進のための株主総会関連の日程の適切な設定が要請されており、基準日を決算日以
降の日に設定することによる株主総会時期の見直しを行った場合、その株主総会時期が株主との対話促進の観点から
相当な時期と認められるときは、法人税法上の税務申告期限を延長できる特別の事情に該当するものと考えられる。な
お、このような株主総会時期の見直しに伴う税務申告期限の延長に関する取扱いについては、経済産業省と国税当局
との間で上記の方向で調整を行っており、今後、国税当局において整理される見込みである。 

■「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）抜粋 

課題・疑問点④：配当・税務関係スケジュールが遅くなることにより影響が出るので
はないか（法人税申告期限との関係） 

２．基準日変更に伴う課題・疑問点への考え方 



14 （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（別冊）基礎資料編＜1.概要版＞」のデータを元に事務局作成 

 基準日を変更し、仮に７月に株主総会を開催する場合、総会準備と第１四半期決
算準備のタイミングが重複するため、会社として対応が困難という指摘がある。 

 他方、諸外国の状況を見ると、多くの企業が、株主総会の前に第１四半期決算を発
表している。 

課題・疑問点⑤：第１四半期決算と時期が重複するため対応が困難ではないか 

 基準日を変更し、総会が第１四半期決算と重なることによる事務負担については、決算実
務と総会実務を実施している部署は別な場合も多いはずであり、マネジメントできる範囲で
はないか。諸外国においても、第1四半期決算と総会日が重なっている例はある。 

■ヒアリング結果概要 

○諸外国における第１四半期決算の開示日程※ 

日本 米国 加国 英国 独国 仏国
①総会前（又は総会同日）開
示社数 0社 25社 26社 19社 22社 28社

②調査社数 10社 30社 30社 22社 27社 29社

③総会前（又は総会同日）開
示割合【①／②】 0.0% 83.3% 86.7% 86.4% 81.5% 96.6%

④平均日数（四半期決算日と
定時総会日との差日数の平均） +38.3日 -17.2日 -6.2日 -1.9日 -16.9日 -25.9日

２．基準日変更に伴う課題・疑問点への考え方 



【参考】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） 



16 （出所）ＧＥ社ＨＰ http://www.ge.com/investor-relations/ir-events/2015-annual-meeting-shareowners 

 基準日を変更し、仮に７月に株主総会を開催する場合、第１四半期の決算情報を総
会でどの程度説明すればよいか、といった指摘がある。 

 諸外国では多くの企業が第１四半期決算の公表後に株主総会を開催しているが、例
えば米国のGE社のように、株主総会において第１四半期決算についても説明をしてい
る例もみられる。 

○ＧＥ社の株主総会プレゼンテーション資料（抜粋）2015.4.22  

課題・疑問点⑤ 第１四半期決算公表後に株主総会を開く場合はどうするのか 
２．基準日変更に伴う課題・疑問点への考え方 

  12/31  決算日  

  1/23  第4四半期及び2014年のプレ
スリリース（Earnings 
Release：速報） 

  2/23  議決権行使基準日 

  2/27  年次報告書（10-K）提出 

  3/10  招集通知 

  4/17 第1四半期のプレスリリース 

  4/22  株主総会 

  4/27  第1四半期配当支払い 
    （基準日：2/23） 

  5/4 第１四半期報告書（10-Q）
提出 

＜GE社の2015年総会関連スケジュール＞ 
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（参考）いわゆる“Empty voting”に関する投資家側の声 

株主提案等に関する議案への賛否が企業経営に決定的な影響を及ぼす場合にお
いて、委任状争奪戦が今後増えることになれば、議案の検討期間を確保した上で、 
Empty voting対策として、株主総会の基準日と総会開催日の間隔を短くすべ
きではないか。  

 Empty voting（株主総会日において、すでに株主でない者が議決権を行使し、株主
である者が議決権を行使できないこと）を可能な限り回避することが望ましいとして、議
決権行使基準日と総会開催日までの期間を短くすべきと指摘されている。 

 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。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。 

○国内機関投資家からの声（ヒアリング結果概要） 

○海外機関投資家からの声：ACGA  
 －日本の年次株主総会に関する経済産業省の検討分科会に対するアジア・コーポレート・ガバナンス・アソシエー

ション（ACGA※）の回答抜粋（2014年12月） 

※ＡＣＧＡ（アジア・コーポレート・ガバナンス協会）は、約70の欧米等の機関投資家が参加する業界団体で、アジアにおけるガバナンスの長期的な
向上に取り組んでいる。 
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基準日変更に伴う課題・疑問点への考え方（まとめ） 

①基準日と決算日が異なる場合、投資
家から見て分かりづらいのではないか 

②株主確定コストが増加するのではな
いか 

③取締役人事が遅くなることにより影響
が出るのではないか 

④配当・税務関係スケジュールが遅くな
ることにより、影響が出るのではないか 

⑤第１四半期決算と時期が重複するた
め対応が困難ではないか 

 海外では一般的であり、機関投資家は不都
合を感じない 

 「大株主の状況」の記載時点を議決権行使基
準日とすることの是非を金融審WGで検討中 

 株主からみれば「価値あるコスト」 

 海外では一般的であり、機関投資家は不都
合は感じない 

 執行役員社長の事例あり 

 一般に長期株主には影響が少ない 
 海外は配当決議後・総会後の株主へ支払い 
 配当決議が取締役会決議であれば影響なし 
 無限定適正意見が得られる場合、法人税申

告期限との関係での影響なし 
 海外事例では、第１四半期決算後に総会を

実施しており、総会で第一四半期決算の概要
を説明している会社も存在 

課題・疑問点 考え方 

２．基準日変更に伴う課題・疑問点への考え方 
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１．株主総会関連の適切な基準日設定
の必要性 

２．基準日の変更に伴う課題・疑問点への
考え方 

３．参考情報： 
   英国の株主確定と議決権行使の実務 
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３．英国の株主確定と議決権行使の実務 

 英国では議決権を有する株主を確定する基準日を、株主総会の開催日から48時間以内で企業が設定した日と定めている（The 
Uncertified Securities Regulations 2001 41(1)）。 
 

 議決権行使期限は基準日と合わせて株主総会の2営業日前としているケースが多いが、機関投資家の場合、カストディアンは議決
権行使期限を基準日より更に48時間～72時間前に設定している。この期間中に、指図された議決権と保有状況を十分に照合・
確認した上で、株主名簿管理人に通知し over-voting が発生するのを回避している（実務上は Broadridge等、第三者機関が
委託を受けているケースが多い）。 
 

 また、英国における株式の売買は、証券決済システムである CREST（Certificateless Registry for Electronic Share 
Transfer）を経由し、その内容は株主名簿管理人に都度通知され株主名簿に記帳される。CRESTは議決権行使のシステムを設
けており、発行企業が使用を許諾すればCRESTを通じて電子的に議決権を行使することも可能となる。この場合、Broadridge等は
指図された議決権をCRESTを経由で通知する形となり、記帳された保有状況と指図された議決権がCREST上で照合される。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 以上のような実務があるため、議決権行使の株主を確定する基準日よりも前に、実際の議決権行使期限が設定されることとなる。 

議決権行使プラットフォーム経由
で行使 
行使期限は基準日の48時間～
72時間前 

 英国では、議決権行使の基準日は株主総会の48時間以内とされているが、機関投資
家の議決権行使期限は基準日より48時間～72時間前に設定されていることが多い。 

 議決権行使の意識が高い機関投資家においては、こうした実務を前提として、前もって
株式を保有した上で議決権指図期限に間に合うようにしている。 

CREST 

株主名簿管理人 発行企業 機関投資家 

カストディアン 

Broadridge等 

議決権行使関連業務を委託 

CRESTシステムを通じて指図内容
を通知（株主総会の48時間前） 

CREST未使用の場合は株主名簿
管理人に通知 
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 実質株主が議決権指図期限後に株式を新規に購入した場合、 議決権指図ができないケースも生じうる。 
 このため、議決権の意識が高い機関投資家は、通常前もって株式を保有し、議決権指図期限に間に合うよう行使している。 

 

• 機関投資家等、実質株主の売買状況は日々カストディアンやBroadridge等に通知されており、当該実質株主が議決権を有しているか否かは逐次把握している。
カストディアンやBroadridge側で処理上問題がなければ、議決権指図期限経過後であっても実質株主は議決権行使期限までに指図が可能な場合がある 

• 指図が間に合わない場合は、株主総会に直接出席して行使する必要がある。但し、実質株主が株主総会に出席するにはカストディアンから証明書等を発行しても
らう必要がある。当該証明書の発行には通常1週間程度を要することから、実質的に株主総会の当日出席も含めて議決権は行使できないケースが一多い。 

• 指図期限後に新規に保有する殆どの機関投資家は、議決権が指図できなくなることに関して特に問題視していない。議決権の意識が高い機関投資家は通常前
もって株式を保有し議決権指図期限に間に合うよう行使している。 

株主総会 基準日 
議決権 

行使期限 

機関投資家
の議決権 
指図期限 

X X-48時間前 基準日-48時間前 

株式を購入 

 また、議決権行使権限を有しない者が議決権行使を行うケースも生じうる。そのような事態が発生しないよう、カストディアンが、株式
の保有状況と指図された議決権に齟齬がないか精査している。 

• 実質株主が議決権指図を行い、議決権指図期限後に株式を売却した場合、基準日時点では保有がゼロであるにも関わらず、議決権指図がそのままCRESTにて
集計されてしまう ケースが起こり得る。 

• CREST上の口座はカストディアン毎に設けられており、当該カストディアンの合計株数以上に議決権が指図されない限り、かかるの事実は発覚しない（上記例のよう
に実質株主Aが10,000株を保有した状態で指図した後に売却しても、指図された議決権の合計がCRESTにおける基準日時点のカストディアンAの口座残高を超
過しなければ、CREST側では 議決権行使権限を有しない者による議決権行使の事実は把握できない）。 

• 以上のような事態が発生しないように、一義的にはカストディアンが保有状況と指図された議決権に齟齬がないよう精査する責任を有している。 

株主総会 基準日 
議決権 

行使期限 

機関投資家
の議決権 
指図期限 

X X-48時間前 基準日-48時間前 

株式を売却
⇒0株 

10,000株保有 
議決権指図済み 

カストディアンA 

CREST 
 
カストディアンA口座における行使 
30,000株 / 50,000株 

実質株主A 

実質株主B 

実質株主C 

50,000株以内に収まっている限り、
empty voting は発覚しない 

20,000株保有 
議決権指図済み 
30,000株保有 

不行使 

３．英国の株主確定と議決権行使の実務（つづき） 
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