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第９回 株主総会プロセスの電子化促進等に関する研究会 

議事要旨 

  

日時：２０１８年２月２８日（水）１０：００～１２：００ 

場所：経済産業省本館１７階 国際会議室  

出席委員：青委員、飴嶋委員、石田委員（代理：柳澤様）、上田委員（代理：古川様）、

江良委員（代理：大越様）、大崎委員、小木曽委員、川島委員、藏本委員、武井委員、田中

委員、永池委員、中川委員、早川委員、古本委員、松井委員、村瀬委員、弥永委員、山田委

員 

幹事：法務省竹林参事官、金融庁田原課長（代理：河田課長補佐） 

ゲスト：(株)ICJ 代表取締役社長 今給黎様 

Broadridge Financial Solutions, Inc. President, Patricia Rosh 様 

 

議題： 

（１）開会 

（２）事務局より説明 

（３）関係者によるプレゼンテーション 

（４）フリーディスカッション 

（５）閉会 

  

１．事務局および関係者からのプレゼンテーション 

・事務局説明【資料４】 

 これまで伊藤レポート、対話研、それから電子化研という形で議論をより具体的にしてきた。２

０１６年の６月、株主総会プロセスの電子化促進に関する研究会報告書が公表された。こ

のあと２０１７年４月のフォローアップでは、書面請求に関する実務検討を加速すること、企

業と株主双方にとって利便性の高いプラットフォームの構築が進むことを提言いただいた。 

 並行して、成長戦略においても株主総会プロセス関係が言及されており、直近の２０１７年

では、大きく分けると３つ：１つは、株主総会の招集通知添付書類の原則電子提供につい

て、法制審議会に設置した部会による検討を行い、結論を得ること。２つ目は、総会開催日

の柔軟な設定を可能とするための、法人税等の申告期限延長の特例の適用等について手続

き等の整備・周知を図るということ。これについては、雑誌等にも寄稿しており、ある程度認知が
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広がってきたかと思う。実際どこまで使われるかということについては、１年、２年というタームでは

ないかもしれないが、我々としてもフォローアップをしていくつもり。3 つ目は、対話型株主総会プ

ロセス実現に向けた関係者による取組の進展について、フォローアップを行い、内外に情報発

信していくこと。本日ご講演いただく皆様のプレゼンテーションや、プレゼンテーションを踏まえたフ

リーディスカッションの内容についても、フォローアップとして位置付けたい。 

 ２－１総会の集中について、集中率といっても、色々な見方があるが、日単位で見れば中長

期で低下傾向、２０１７年に初めて３割を切った。月別の総会開催状況については、概ね

６月開催という状況が多いことに変わりはないが３月総会についてもある程度増えてきている。

基本的には、６月の中でも総会が前倒しされるかたちで分散が進んできたといえる。 

 招集通知の法定前発送とウェブ開示について。従来、この研究会では、招集通知の発送日が

総会のどれくらい前だったかを確認するとともに、招集通知の発送とウェブ開示の時間差、すな

わち発送よりもどれだけ前倒ししてウェブ開示したかということも、確認していたが、今回法制審

中間試案で、①ウェブ開示の時期と、②招集通知の発送日、および③書面請求を行った株

主等への招集通知の発送日を、別々に定める形の提案がなされているということを踏まえ、今

回の事務局資料においても招集通知の発送日：総会の何日前に発送したかを左のグラフ

に、総会の何日前にウェブ開示を行ったかを右のグラフに作成している。ウェブ開示については、

総会の３週間以上前に開示している会社が６割以上ということが見てとれる。 

 ８ページ目について。今回、中間試案の内容が議論されて制度が定まっていくというふうになっ

たときに、実務のほうがどのように動いていくのかを考える材料になるかと思い、過去、ウェブ開示

によるみなし提供制度が認められて以降、利用がどう進んでいったかということをこちらのデータで

示している。オレンジ色のところが定款変更した会社。比較的早期に多くの会社が定款変更は

行っている。２０１０年以降に伸びてきている、青色の部分が、実際に制度の利用を始めた

会社数。徐々に増えていって、２０１６年から２０１７年の間にも大きく１０％程度増え

ていることがわかる。制度が変わっても、実際その定款を変えるというところまではなんとかいって

も、例えば計算書類の注記を添付書類から除くとか、そういったことを検討し実行に移すには、

やはりある程度の時間がかかるのかなということが見てとれる。 

 ９ページ目の英文開示について。年々、英文開示、英文による招集通知作成を行った企業

数は増えているということで、３割 739 社という数をどう見ればよいのか、参考ですけれども、3

月末を基準日とする東証上場企業において、外国人株主の割合が１割以上の会社は約１

０００社、２割以上の会社というのが、約５６４社あるとのこと。外国人株主が 2 割以上

の会社数よりは多い数の会社が、招集通知を英語でも開示しているといえる。次のページ、英
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文開示：英訳内容としては招集通知だけではなく、参考書類まで含めて英訳するという会社

がかなり多くなってきているということがわかる。 

 ３－１日本の株式保有構造（現在）について金額ベースで見て、国内機関投資家と海外

機関投資家がそれぞれ３割程度、国内事業法と個人等がそれぞれ２割程度、というのが日

本の株式所有構造。  

 隣に主要国、ほかの国はどうかということで、示しているのが右側のデータで、個人株主の割

合、アメリカは４割、日本は１７％ということで、日本の個人株主の割合は、米国よりは低い

が、イギリスやドイツ、フランスよりは高いと。一方で、外国人の投資家の割合についてみれば、

米国よりは高いが、欧州諸国よりは少ないという構造となっている 

 次のページは中長期でどのように変わってきたかということ。海外機関投資家の投資額の伸びに

従い、相対的に個人株主や国内機関投資家の占める割合は低下している。一方で、株主

数ベースでみた場合には、個人株主がそのほとんどを占め、延べ人数は戦後一貫して増加基

調ということが言える。 

 株主総会資料の電子提供について現在法制審で議論されているが、本研究会においては、

そのあとの議決権行使のところまで含めて議論していた。１５ページの議決権行使に関する取

組状況を確認していきたい。図１にあるように日本の個人株主の議決権行使率は３０％台

ということで、欧米に比べて、議決権行使率そのものは高い。一方で、電子行使率について

は、極めて低調のまま推移しているということが言える。 

 ４－２個人株主の議決権行使環境向上に向けた取り組み。できるだけ実務担当の方が、

自由に意見交換していただきたいということで、スモールミーティングを１２月に開催して、いろい

ろご議論いただいた。まさにそれは、発行企業の立場なり対話産業の立場というよりも、利用

者の立場から、スマートフォンや PC を使った招集通知情報の収集、インターネット上の議決権

行使環境について、どんなことが望まれるのかということを議論いただいた。その次のページが、個

人株主の議決権行使環境向上に向けた取り組みとして、出された意見をまとめたもの。一足

飛びに素晴らしい状態を作るべきというご意見というよりは、一つ一つ、できるところから着実に

進めていってはどうかという意見が結構あったというふうに思っている。例えば、インターネット行使

は少なくともハガキと同等の利便性を確保すべきと。インターネット行使環境があったとしても、ハ

ガキのほうが便利だったらハガキで行使することを選ぶ人が多いわけで、少なくともハガキと同

等、それ以上の利便性がある必要があるのではないかと。当たり前の話なのですけれども、改め

てそういったご意見をいただいている。また、現役世代を取り込んでいくということが必要ではない

かですとか、将来的には一つのプラットフォームから議決権行使ができること、招集通知をみて

議決権行使を行うところまで連続してできることが当然望まれるとは言いつつも、一つ一つでき
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るところからというのが３つ目のご意見でございます。また、その次も、企業の方から非常に多い

意見と思うが、企業の方がせっかく早く開示したとしても、議決権行使のタイミングが法定発送

の時期と同じということだと、なかなか早期開示しても返ってくるものが企業サイドから見えづら

い、ということになってしまう。企業が早期開示を行ったら、議決権行使も早期にできるように検

討していただけたらいいのではないかというようなご意見。また、最後のところ、スマートフォンの活

用やバーチャル総会など、株主が会社の取組にアクセスするための選択肢を増やすと、より幅広

い世代をとらえることができると、それが対話の充実につながるというようなご意見もあった。 

 こういったこともあり今回 Broadridge から Rosch 様にお越しいただき、アメリカの最新の動向

をご紹介いただくことになった。いわゆる会議体としての総会の最先端の状況が、米国でどのよう

になっているのかというのは非常に興味深い。 

 次は「個人投資家の証券投資に関する意識調査」ということで、日本証券業協会様で行って

いるアンケート。昨年、サンプル数確保という目的から、調査方法を変え、郵送調査からインタ

ーネット調査に切り替えたとのことでそれによって回答者数にも変化が見られる。インターネット利

用層を想定した環境整備ということをこれまでよりも充実させるということが、議決権行使率向

上につながることを示唆しているのかもしれないと思い、ご紹介した 

 ２０ページ、機関投資家の議決権行使と電子行使率について。日本の機関投資家の議決

権行使率というのは、図１の通り７８～９０％と。アメリカは９割、英国は７割ということで、

アメリカより低くイギリスよりは少し高いという状況。一方で、日本の電子行使率は、欧米に比べ

れば低い水準ですが、徐々に増加しているという傾向 

 次のページ、議決権電子行使プラットフォーム利用の状況。発行企業のほうは、年々、特に２

０１５年以降参加数が増加している状況。一方で、機関投資家の利用については、伸びが

限定的。 

 これについて、どういった取組が求められるのかということについて、２２ページに記載してある。

機関投資家がプラットフォームを通じた議決権行使を行うには、プラットフォーム参加銘柄とプラ

ットフォームに参加していない銘柄の２つ分かれているということが、非常にネックになっているとい

うことが指摘されていたところ。ひとつにはやはり、機関投資家のプラットフォーム利用メリットをあ

げていくということが必要なのではないかということについて、複数の方からご賛同をいただいてい

た。加えて、今回我々が色々な方からお話を伺ったときに、問題意識として挙がったこととして、

一番下のところ、現在アセットマネージャーの方がアセットオーナーの方に活動報告を提出しなけ

ればいけないが、各オーナーの様式で記載されており、頻度も異なっていると。こういったことにつ

いても、共通部分というのをある程度整理するとか、電子化フローと組み合わせるといった効率

化をしていくことで、よりスチュワードシップ活動に時間を割くことができるのではないか、というよう
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なご意見も頂戴しているこれは大きく見れば、議決権行使全体の効率化を図ることで、本来や

るべきことにもっと時間をさけるようになるのではないか、というような問題意識ではないかと思う。 

 最後に、アメリカ、イギリスの Notice&Access 制度について、これまでの研究会の資料とほぼ

同じ。特にご紹介したいのは、26 ページ、米国における株主総会資料の電子提供状況。実

際米国ではどれくらい紙で送っているのかということですけれども、左側のグラフが、株主数ベース

で見た電子化状況。右側が株式数で見た電子化状況ということでございまして、株式数で見

た方が電子化率が高いと。つまり電子で受け取っている株主のほうがたくさん株を持っているとい

うこと。送っているものの分量の違いはあるが２０１７年において郵送量７５％削減というよ

うに、Broadridge の資料にある。 

 

・法制審議会会社法制（企業統治等関係）部会中間試案について【資料 5－1】【資料 5－2】 

法務省より、資料 5－1、5－2 に沿って説明。 

 

・企業と投資家の建設的な対話に向けた全株懇ならびに発行会社の取組みについて【資料 6】 

 企業と投資家の建設的な対話に向けた全株懇、ならびに発行会社の取り組みについてご報

告する。まずは、２０１５年１０月から２０１７年１０月までの２年間について、全株懇

の主な取り組みと周知活動について。ここでの取り組みは、株懇の全国組織である、全国株

懇連合会での主な活動。全株懇の活動自身が、全国１２か所の株懇の会員、総数で約２

１６０社あり、会員共通の内容、例えば、全株懇の調査であるとか、定款モデル、事業報告

モデル、そういった各種のモデルの策定、あとは色々な事務取扱指針、そういったものを作ってい

るので、おのずとこのくらいに限られてくる。ちなみに、東京では約１１００社の会員が、毎月

勉強会や講習会等の活動をしており、これから報告する全株懇の取り組みの項目について

は、実際にはほとんど東京における活動内容。 

 ２０１５年１０月からの取組状況としてはまずは、１０月に株主総会関連の調査結果の

報告書を取りまとめて公表した。従来、全株懇調査は、会員限りだったが、貴重な資料という

ことで、統計資料として利用してもらったほうが良いだろうということで、公表することにした。 

 続いて、２０１５年１１月、グローバルな機関投資家等の株主総会出席に関するガイドラ

インを制定した。このガイドラインは、コーポレート・ガバナンスコードの補充原則、１－２の⑤に

おいて、信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等が、株主総会において、信託銀

行等に代わって自ら議決権の行使等を行うことをあらかじめ希望する場合、上場会社は信託

銀行等と協議しつつ、検討を行うべきである、ということが記載された。これを受けて取りまとめを

したもの。このガイドラインは、いわゆる実質株主が総会に出る際のガイドラインになるが、このガ
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イドライン作成に際しては、ICJ さまの協力をいただき、信託協会、グローバルカストディアン、そ

ういったところのヒアリングなども行っている。武井委員からは、毎回議論にも参加いただきまし

て、法的な面も含めて、ガイドライン全体について、アドバイスをいただいている。このガイドライン

の具体的な内容は、実質株主が実際に株主総会に出る際の発行会社として気を付けるべき

注意点であるとか、具体的にどういった方法で出ることが想定できるのかといったところで、ルート

A からルート D というふうな４つの具体的な方法についても、整理をした。実質株主には、外

国人の方が非常に多いことから、ガイドラインを英訳したほうがいいだろうということで、１２月に

は英訳版を作成した。この英訳版は、Broadridge 社の協力も得て、ワールドワイドに約５０

００の機関投資家に直接配信をしている。この結果、ACGA との意見交換といったことも実

施することができている。 

 ガイドラインに関して、２０１６年４月には、ルート D、これは実質株主が総会に出席できる

ように定款で規定する方法になるのですけども、このルート D を採用する場合の具体的な定款

と、株式取扱い規定のモデル案を作成、公表している。 

 続いて、２０１６年１０月、企業と投資家の建設的な対話に向けて、対話促進の取組と

今後の課題というものを取りまとめ公表した。対話促進研究会が、２０１５年にとりまとめをし

た報告書を受けたもの。この提案書は、企業と投資家の対話を促進するという観点から、議決

権行使の基準日を変更して、例えば３月決算会社が７月に株主総会を開催する場合の実

務上の留意点であるとか、具体的なスケジュール、こういったことを整理しまして、取りまとめをし

た。さらには、株主との対話のツールの一つである、株主提案権の制度の在り方についても、現

状実務上の問題点を整理して、制度の変更についても提言をしている。 

 翌年の２０１７年２月、具体的なその基準日を変更する場合に対応した、定款と株式取

扱い規定の取扱いのモデルの変更案を策定して、公表をした。２０１７年８月、株主総会

プロセスの電子化について提案書をとりまとめ、公表した。これは、株主総会の招集手続が電

子化される場合における、実務からの要望や留意点を整理したもの。昨年２月には、会社法

改正について法制審会社法制部会の審議が始まっていたので、提案書は従来１０月にとりま

とめていたが、８月に策定をして公表した。以上が全株懇の主な取り組みと周知活動。 

 続いて、発行会社の取り組みについて簡単にご報告する。株主総会関連日程の適切な設定

について、これはいわゆる基準日の設定についてですが、昨年の株主総会で、窪田製薬ホール

ディングス、東和フードサービス、ニイタカの３社が、議決権行使の基準日を決算日と異なる日

に変更するといった定款変更を行っている。そしてまた、来月３月、ジョイフルが株主総会にお

いて議決権行使の基準日を変更する定款変更議案を決議する予定になっていると聞いてい

る。 



 

7 

 

 機関投資家等の株主総会出席要請の対応について、これは先ほどの実質株主の総会出席

ガイドラインに関連するものになります。このガイドラインの中で、会社が定款変更したうえで機

関投資家が代理人として出席する方法であるルート D を、J.フロントリテイリングが採用、定款

変更をしている。株懇からの報告は以上とする。 

 

 

・議決権電子行使プラットフォームの最近の状況について【資料 7】 

 議決権行使プラットフォームの状況について、簡単にご説明する。資料 7、スライド上段が現在

のプラットフォームの参加状況。昨年から８０社以上増え、８６３社となっており昨日の時点

では８７６まで増えている。 

 一方で、国内の機関投資家については、1 社増え、合計で 11 社。あまり変わり映えしないよ

うに見えるかもしれないが、実際は国内機関投資家サイドでも、この 1 年間いろいろな動きも

あったので本日ご紹介したい。 

 発行会社は東証一部上場企業の約４０％が参加。参加発行会社の議決権行使の約

40%がプラットフォーム経由での議決権行使。今年の６月総会の時点では、おそらく９００

社を超えると見込んでいる。 

 管理信託銀行は昨年８月に、新たに１社参加。 

 さらに、銀行・保険会社等の、自らの名義で株式を保有している機関投資家については、今で

も２社ご参加いただいているが、現在複数の金融機関からさらに参加の打診があり、近々ご

参加決定という先もある。 

 実質株主の国内機関投資家（アセットマネージャー）は新たに１社参加。それ以外にも、複

数のアセットマネージャーから参加を検討というお話をいただいている。 

 海外機関投資家については、元々ほとんどカバーしており大きな変化はない。 

 続いて、各参加者の最近のニーズと、この１年間の当社の取組みについて簡単にご説明す

る。 

 スライド下段右、総論では、二つのコードの策定により、発行会社と機関投資家の対話ニーズ

の高まりと、対話支援産業への期待を実感している。こうした動きを受け、当社も可能な限りお

客様のニーズに応えていきたいと考えているが、なかなか当社だけで対応できない案件も多いと

いうのが実情。自前で全部やっていくというのも限界があることから、他の支援産業の方と協業

をしながら、皆様のニーズに応えていきたいと考えている。 

 そういった新しいニーズに対応するために、ブロックチェーン等の新しい技術も使っていきたい。 
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 最近の発行会社のニーズを２つ掲げている。１つは、招集通知の早期発送や早期ウェブ開示

が促される中で、招集通知を早期ウェブ開示しても、議決権行使の開始が法定の招集通知

発送日以降ではもどかしい、指図結果を早く見たいというニーズがあった。こうした声を受け、昨

年 6 月、早期ウェブ開示を実施した上場会社１６社の皆様にお願いし、招集通知の発送

日前に議決権指図結果を速報するパイロットプログラムを行った。実際にやってみると、早く票

が入ってくる会社さんと、それほど早く入ってこない会社さんに分かれた。これは、議決権行使助

言会社の推奨レポートのタイミングが関係している可能性もあると見ているが、実際にプログラム

に参加された発行会社の皆さまからは、総じて好評だったので、今年の３月総会から、希望す

る参加会社の皆様には、一つのオプションサービスという形で提供することを予定している。 

 2 つ目、実質株主を知りたいという強いニーズが引き続き発行会社にあることは認識。武井委

員が仰るように、機関投資家による行使結果の個別開示が開始されたことを受け、総会前に

議決権を有する実質株主と対話をしたいという声が今後さらに高まってくるのではないか、という

指摘もある。一方、欧州では、昨年シェアホルダーズ・ライト・ディレクティブが改正され、発行会

社が要請をすれば、実質株主名が発行会社に提供される仕組みが近々導入されると聞いて

いる。当社として何ができるのか、改めて検討していきたい。 

 管理信託銀行のニーズについて、議決権行使実務をさらに効率化・精緻化させていきたいとい

うご要望がある。当社は、プラットフォーム参加会社だけではなく、全ての上場会社の総会議案

情報及び議案分類情報をデジタルデータで保有しており、ご用命があればご提供している。そ

れから、銀行・保険等、名義株主の国内機関投資家においても議決権行使実務を効率化さ

せたいという強いニーズがあり、一つの選択肢としてプラットフォーム参加を検討してみようという

声もいただいている。 

 実質株主の国内機関投資家（アセットマネージャー）からは、事務の二重化解消と、他の議

決権行使システムとの接続を望む声を引き続きいただいている。アセットマネージャーサイドから

すると、社内の議決権行使プロセスの実務を根本的に変えるということになるので、社内調整

やシステム投資との関係でなかなか難しいということは、重々承知はしている。 

 ある信託銀行がアセットマネージャーを対象に、昨年 12 月に行ったプラットフォームの利用可

能性を問うアンケートでも、引き続き、事務の二重化解消や、他の議決権行使システムとの接

続を求める声が複数出ていたと伺っている。 

 事務の二重化については、現状の仕組みでは、プラットフォーム単独では解決できない課題で

あり、関係者との協力、協業が実現のかぎ。関係者で検討は続けており、何ができるか、知恵

を絞っていきたい。 
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 他の議決権行使システムの接続についても、引き続き関係者との検討は進めている。ビジネス

ディシジョンが絡むところではあるが、乗り越えられる道はないか関係者と協議を進めたい。 

 また、アンケートでは、引き続きプラットフォーム参加発行会社の増加に向けて東証の取組に期

待する声も出ていたと伺っているが、今年も東証から、上場会社に対してプラットフォーム参加を

促す通知文を発出。東証主催のセミナー等でも折に触れて参加を促していただいていることは

申し添える。 

 最後に、招集通知の電子提供が今後実現すれば、議決権行使全体の電子化も促進され、

澤口委員が論稿を公表されていたように、いずれは株主総会も、バーチャルの世界になっていく

のではないかと考えている。 

 アメリカではバーチャル総会を開催する会社も増えていると聞いている。 

 実際私も、昨年 11 月、Broadridge のバーチャル総会を見学した。開催時間が約 20 分、

参加株主が約 20 名ということで、時価総額１兆円規模の会社であるが、極めて効率的な

株主総会の運営に目を見張ったところ。 

 別紙の参考資料について、会社法上の電子投票を採用している会社はすでに 1000 社を超

えている。株主ベースでみると東証一部上場会社の株主の 8 割は電子行使できる環境にあ

る。先日新聞で、ＱＲコードを用いて議決権行使を簡単に行えるようにするという取組みが紹

介されていたが、そういったことも含めて電子行使は進んでいくものと確信している。 

 

・Shareholder Meetings: Recent Trends and Future State【資料 8】 

 Broadridge is very impressed with the results and the perspective of all 

the various players in Japan regarding corporate governance 

improvements in the Japanese market. Broadridge has coordinated with 

METI previously regarding our expertise in Notice & Access 

implementation.   

 Careful coordination among all players is required to ensure necessary 

regulatory change, implementation of best practices through guidelines, 

and further development of technology to better connect all the market 

participants involved in the proxy process.  

 Broadridge was first established in Japan in 1998 with a  focus on 

securities processing  back office solutions for a number of local Japanese 

firms.  Our approach in Japan has been to leverage our high processing 

volumes to create mutualized solutions for market participants such as 
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banks and brokers, asset managers, corporate issuers, allowing those 

firms to focus on their core activities and revenue generation.  In 2004 

Broadridge partnered with the Tokyo Stock Exchange to form Investor 

Communications Japan (ICJ) which has significantly improved proxy 

processing in Japan and, in turn, shown Japan as  a global leader in proxy 

voting as part of corporate governance.  

 Broadridge is a large technology firm headquartered in the US and we’ve 

been investing heavily in the technology to support ICJ to ensure that 

various participants have the benefit of this network’s ability to distribute 

materials and votes electronically. Global trends changes are definitely 

having an impact on technology innovation. We believe offering new 

technology solutions to both retail and institutional investors will further 

improve the proxy process.  

 Broadridge has been using straight through processing for a number of 

years to support proxy processing.  Broadridge processes over 60,000 

meetings in 115 markets. Use of STP platforms and new technologies is 

key as more investors are voting. Broadridge continues to develop new 

technologies such as blockchain/DLT for proxy processing to facilitate 

corporate governance, provide increased transparency and end-to-end 

vote confirmation.  These technologies are very important not only to 

institutional investors, but retail investors. We are proud of the recent 

pilots that we ran with global custodians such as JP Morgan, Northern 

Trust and Santander, and we are partnering with large institutional 

investors to pilot actual voting on the blockchain.  

 It is an exciting time and we are monitoring and sharing ideas with not 

only ICJ, but our partner the TSE on how we can better utilize technology 

for proxy processing.  

 Use of technology also drives cost reduction as was mentioned in the 

impressive statistics shared regarding savings generated through 

electronic delivery and Notice & Access. These technologies also have a 

positive environmental impact. Being environmentally friendly through the 

use of less paper, while still ensuring votes are counted, is crucial to 



 

11 

 

investors and issuers alike. This can be achieved through the effective 

implementation of Notice and Access. Another new innovation is the 

virtual shareholder meeting which allows investors, both institutional 

holders and retail holders, around the world to participate in annual 

general meetings. The purpose is to encourage more investor 

engagement. It’s necessary to look at the demographics of your 

shareholder base and we do know that with the changes in demographics, 

and the proliferation of smart devices, new solutions are becoming 

popular.  

 We know that Japan has been very progressive with the recent releases of 

the Corporate Governance Code, and the Stewardship Code. Those are 

helping to facilitate more positive impact and show corporate issuers in 

Japan are demonstrating best practices. 

 There is also a recent focus on ESG which the Japan market is actively 

focused. 

 

２．フリーディスカッションにおける主な発言 

【法制審議会会社法制（企業統治等関係）部会中間試案について】 

 新しい制度において、最低限、紙で送らなければいけないのは、資料 5 の 4 ページ、3 の招

集通知。 

 議決権行使書面については、電子提供措置をとることもできるが、個々の株主の氏名や議決

権数等が記載事項となっているため、仮にホームページに載せる場合、かなりのものを載せな

ければいけないことになる。例えば、パスワードをかけたりする等、技術的には可能であるが、招

集通知とあわせて書面で議決権行使書面をお送りするというような実務も可能。 

 本研究会の主題である総会プロセスの電子化促進のうち、総会資料の電子化については、

中間試案によって実現に向けて大きく前進したと感じる。総会資料の電子提供は、会社にと

っては、将来的には、ペーパレスによる印刷・郵送などのコスト削減効果が見込まれるし、株

主・投資家にとっても、電子化により資料へのアクセスが早期に可能となるというメリットがある。

また、動画を使うなど、電子提供ならではの一歩進んだ情報提供も可能になるなど、メリットは

大きいと考えている。何よりも、世の中の電子化・ＩＴ化の中で、制度として、今の段階で手

当てしておくべきものと考える。 
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 中間試案のポイントは、上場企業について電子提供制度の導入を義務化するとしていること

にあると思う。電子提供制度の効果を最大化するためには、こうした一律導入は望ましいこと

と考えるが、その際、前提となるのは、実務が確実に回ることである。早期発送、早期ウェブ開

示が望ましいことは当然だが、これが法律上の義務ということになると、これまでの自主的な努

力とは重みが違ってくる。招集通知の発送期限や、電子情報掲載のタイミングなどは、余り欲

張らずに、無理なく実務が回るような枠組みにとどめて、そこから先は、企業の自主的な努力

に委ねるようにするのが現実的であると思う。 

 株主総会周りの制度は、長らく個人の株主がかなり強く念頭に置かれて、かつ、実際に開か

れる会議体としての総会の場を念頭に置きながら制度がつくられてきた。他方、この研究会で

は、機関投資家、株主保有構造の変化を念頭に置きながら議論をしてきた。また、株主総

会というときに、当日の会議だけではなくて、その前後かなり広いスパンをとって、株主総会プロ

セスという観点から議論をしていた、こういう流れがあったと理解している。今回の法制審あるい

は改正作業で、そういった株式保有構造の変化などを念頭に置いた議論になっているのか、あ

るいはそのあたりのパラダイムはそれほど大きく変わっていないのか。それから、もう一つ、会議の

場としての総会だけではなく、前後の広いプロセスも念頭に置いて議論しているのか、そのあた

りを可能な範囲で、お伺いしたい。 

→株主との対話の促進という観点から、株主総会の場だけではなくて、株主総会までの流れ

等についても意識した議論はなされており、そういったプロセスも含めた議論にはなっているので

はないか。 

 上場会社に義務化しなくても、コスト削減につながっていくので、多くの企業で採用されると思

う。変に義務化したり、4 週間前等と欲張ったりしなくてもよい。 

 その他の課題として、書面交付請求をどう扱うか、という点について、中間試案でおおむね実

務的に対応可能な形が示されていると思うが、他にも、書面交付請求権を強行法規的なも

のとして権利擁護するべきなのか、それとも定款自治による排除を認めるべきかといった論点が

残っていると思う。上場企業といっても様々な企業があり、例えば ESG 等の側面から環境へ

の配慮を追求される会社も出てくるかもしれない。書面請求を一律に排除できないというよう

な形はとらずに、企業サイドの自由度を確保するような制度にしていただきたい。 

 実務的に、請求の具体的な手続、株主への連絡方法、記載内容、これらは法律の外の話

になると思うが、これを具体的にどういうものにするかによって、総会資料の電子提供の進展に

はかなり影響を及ぼすのではないか。 

 一方で、実質的にそんなに多くの書面が請求されるのかということについては、請求目論見書

の経験が示すように、実務設計次第で、それほど心配することはないと思う。 
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【議決権行使の電子化：機関投資家の参加】 

 総会プロセスの電子化のもう一つのポイントの議決権行使の電子化について、企業側のプラッ

トフォームの参加社数は毎年増加してきているが、機関投資家サイドの利用はあまり進んでい

ない。機関投資家サイドの利用促進を今後の課題とすべきではないか。 

 会社法改正によって株主総会招集手続が原則電子化されることは非常にいいことだと思う

が、その招集手続と表裏の関係として、やはり議決権行使の電子化が進んでいかなければ、

中途半端になってしまう。招集手続が電子になると、従来よりも若干早く株主に対して情報が

いくと。それに対して、早く行った情報に対して、発行会社は、議決権行使も早くしてもらいたい

が、電子的な議決権行使プラットフォームを利用している国内機関投資家が非常に少ない、

まだまだ電子が進んでない、紙で行使されるという現状があります。その結果、議決権行使は

かなり遅く発行会社に対してなされると、そういった状況があり、どうやって電子化を進めるのか

というのは一つの大きな課題。現状どういったものが検討されているか、大体いつごろを目処に

検討をされるのか、差し支えない範囲で知りたい。  

→関係者が多いのでお答えしづらいが、関係者と協議を進めつつ、皆様の知恵を借りなが

ら取り組んでいる。１年も２年もかかるというものばかりでなく、1 年以内に実現できるものも

あるのではないかというスケジュール感で努力しているところ。 

 プラットフォームの接続については、関係者で協議を進めており、まだ少し時間がかかると思う

が、引き続き協議しているということで御理解いただきたい。 

 発行会社側はコーポレート・ガバナンスコードが導入されたのをきっかけにずっとプラットフォーム

への参加数が増えてきたと思うが、機関投資家の利用が進まないと、発行会社からは参加し

ても意味がないと思われて、今後逆に参加企業が減っていく可能性もあると思う。やはり機関

投資家のプラットフォーム利用をどう増やしていくかというのは、少し危機感というか、スピード感

を持って取り組んでいかなければいけないのではないか。 

 

【米国の議決権行使について】 

（日本では例えば招集通知の電子化であれ、議決権の電子行使であれ、紙と電子が両方併存し

ていて、交錯するような状況だと、なかなか電子化が進まないというような状況が見られる。そういう状

況は、海外でもあったのか、あったのだとしたらそれはどのように克服されてきたのか。） 

 具体的に言うと二つ。一つは電子行使のことで、日本の機関投資家は依然として相当数の

会社がまだ議決権電子行使プラットフォームに参加しておらず、その理由として、電子と紙の議
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決権行使指図が並存してしまうことを嫌って、議決権電子行使プラットフォームを利用しないと

いうことが実際にある。このようなことは、海外であったのか、あったとすればそれはどういうふうに

解決されてきたか。 

 それからもう一つは、招集通知の電子化について、日本で Notice&Access にした場合、か

なり多くの個人投資家が、書面の情報に依存しているので、場合によっては相当数の書面交

付請求が来るかもしれない、最初から書面で全ての株主に書面を送るよりも、もっとコストがか

かってしまうかもしれないという懸念がある。そういった問題がもしあったとすれば、どういうふうに

克服されてきたのか。 

 米国の場合、Notice&Access が導入されたのは 2007 年、Notice&Access の導入によ

り郵便で送らなければならないのは Notice のみで、議決権行使書は含まれていない。 

 米国では、Notice&Access の導入により、個人株主の行使比率が若干下がったということ

で、それを見たカナダは、色々議論し、Notice のみではなく、議決権行使書を一緒に送付す

ればいいのではないかということになった。その仕組みは、2013 年からカナダで導入され、結果

として、カナダの行使比率はあまり下がらなかった。 

 米国とカナダの Notice&Access の一つの目的は、コストの削減、ペーパーサープレッションで

あり、株主自身が口座ごとに複数の株式を一括で管理する仕組みで、電子送付を希望して

いる場合は、紙を送らなくてもよく、デリバリープレファレンスは、口座ベースでやっているので、一

つの銘柄、一つの総会ごとに電子送付の希望を出さなければならないのではなく、株主が一

回だけ紙は不要という希望を出すことにより、現在持っている株式全てと将来購入する株式

全てについての送付が電子で可能。 

 発行体の立場から見ると、株主数ベースでみて全体の１％が毎回フルセットを紙でほしい株

主、合計６％がフルセットデリバリーを要求し、残りは電子で十分という株主。 

 

 米国の場合、Broadridge が全ての上場会社の議決権行使ができるのは、Broadridge が

証券会社や信託銀行から議決権行使に関する実務を全て受託しているため。米国とカナダ

では、上場会社は法律により実質株主まで招集通知を送付する義務がある。一方、日本を

含む他の国では、名義株主まで送付すればよい。日本とアメリカの制度の違いというのが 1 番

大きいと理解している。 

 Broadridge は５０年前に設立され、以来議決権行使関連業務に関する投資、テクノロジ

ーの投資を続けている。１９８０年代に、名義株主のみではなく実質株主にまで招集通知

を送付しなければならないという法律ができ、、信託銀行は実質株主まで送付しなければなら

なくなったが、すでに信託銀行は Broadridge のクライアントだったので、Broadridge が電
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子送付、電子行使に関するテクノロジーを研究、改善し、実務的にまわるスキームを構築し

た。 

 カナダでは、Broadridge が直接規制当局に行って、「今は法律上できないが、当社はこうい

う電子送付ができる、電子行使もできるというプロポーザルを行い、トライアルさせてほしい」と提

案した。 

 Broadridge が継続してテクノロジーに投資していた結果、適切な技術に合わせてレギュレー

ションが変わってきたということかと思う。 

 米国・カナダのフルセットデリバリーの費用は全部発行会社負担。名義株主が希望すれば発

送しなければならない。実質株主についても、招集通知から議決権行使の処理費用を発行

会社が負担しなければならない。 

 

【個人株主の議決権行使環境について】 

 先週 2 月 20 日、スマートフォンでの議決権行使サービスの提供開始ということで、一部信託

銀行よりニュースリリースを出した。今個々に株主に送付している議決権交行使書に、株主固

有のＱＲコードを付し、株主がスマートフォンで読み取ることにより、本研究会でも指摘をいた

だいていた、煩わしいＩＤやパスワード入力することなく、ダイレクトに議決権行使サイトにログ

インができる仕組み。今年の 6 月の総会からの導入に向けて準備を進めている。個人株主の

行使率を上げるべく取り組んでいる。 

 個人株主の議決権行使が電子投票でできる上場会社は、全上場会社の 3 割に過ぎない。

これを増やしていくことが、個人の証券市場への参加拡大につながる。スマートフォンを利用し

た議決権行使の電子化と招集通知の電子提供、両面で進めることを今後の課題とすべきで

ある。 

 

【6 月総会集中の問題】 

 発行体企業の皆さんが会って話をしたいと考え、我々もエンゲージメントして賛成する議案を

出してほしいと考える。両方に熱意があるが、昨年 6 月に自社で議決権行使を行ったのは、

株数の多いものも少ないものも合わせて 1500 社ぐらい。 

 1500 社と対話するのはリソースが必要で、正直ビジネスベースで費用対効果がとれない。通

年で対話すると言っても、先ほど申し上げたように、１１月にレターを送ったときのレスポンス率

は 1 割もなかったが、これが 2 月に送ると急速に上がる。発行企業もアセマネサイドも、総会

が近づかないと本気にならない部分があって、総会前に対話が集中してしまうのも事実。 
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 今日のフォローアップにおいて、日単位で見た総会集中率は、中長期で低下傾向にあるとのこ

とだが、これは 6 月 29 日が 29.64％だということでの記載だと思うが、こういう認識自体、お

かしいのではないかと思う。その前の 2 日間を合わせると、6 割を超えているというところは何も

変わってない。 

 個々の会社についていえば、株主との対話というところに、非常に真摯に取り組んでいるという

のが、圧倒的多数だと思うが、こういう状況が、機関投資家、海外からどう見えるかと言ったと

きに、やっぱり大きな問題であると思う。 

 総会分散のための方法が、4 カ月目の総会なのか、あるいは、決算変更なのか、招集通知の

発送期限の前倒しなど、いろいろバリエーションあるかと思うが、いずれにしても、その対応期間

を、十分に確保するための工夫は非常に大事。 

 総会分散のための方法については、事業年度末から 4 カ月目の総会、決算期変更、招集

通知の発送期限の前倒しなど、様々なやり方を考えていけばよいのだろうが、いずれにするに

せよ、投資者の議案検討期間を十分に確保することが重要である。 

 

【今後について】 

 個人投資家に対するバーチャル株主総会の仕組みもそうだが、より双方向の、電子的な技術

を活用した双方向のやりとりによって、サポーターや観客がある意味増えることによって、彼らに

見られることで、経営者というプレーヤー、サッカーの選手のスキルがどんどん上がっていくような

効果を、どうやって高めていくのかというのが、本研究会を通じて一つの目標として掲げられてき

た。今後の研究会では、総会時期の弾力化以外にも、例えば決算期の変更等、発行企業

の意見をふまえ、やや広めのスコープで議論をしていくことが、良いのではないか。 

 この研究会では、個々の話ではなくて、やはりマクロでの対話環境がどうあるべきか、というところ

で議論する、それによって、個々の会社に対して促すというと言い過ぎかもしれないが、制度上

適法であっても、具体的に言えば、開催日が柔軟化する方向を促すような提言を、今後もし

ていくべきではないか。 

 こういう話については中核になる人、まとめ役が非常に重要。経産省や対話支援産業の方々

が、通常の活動範囲を超えて、リーダーシップをとっていただきたい。 

 

【活動報告フォーマットの共通化・効率化による、スチュワードシップ活動の充実】 

 これまでいろんな方の御尽力があって、我々機関投資家の招集通知を早く入手することがで

きるようになってきたが、議案の分析に対して時間が十分に避けるかというと、対話の数も増え

ており、十分とはいえない。 
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 一方で、我々のお客様であるアセットオーナー様もエンゲージメントという観点から非常に関心

を持たれている状況下、議決権行使も含めたアセットオーナーへの活動報告も、現在多様な

形で御提供させていただいている。少なくともフォーマットを各アセットオーナーで、一部統一して

いただくなり、効率化が図られれば、その時間を、さらにエンゲージメント等に活用し、より効果

的・効率的なエンゲージメントができるのではないか。 

 

【その他】 

 日本は、総会の決議事項の重みが、法令上欧米とは異なる点も検討にあたり考慮すべき。 

 

３．議長とりまとめ 

 今後のあり方も含めて幅広くご意見をいただき感謝。 

 前回の委員会からちょうど 1 年たって、地道に前進していることは皆さん感じられたと思う。 

 株主総会資料の電子提供については、法制審のほうで現在、中間試案がパブリックコメント

中であり、御意見をそちらに提出していただければ、また審議会のほうでの実質的な審議につ

ながるかと思う。 

 本件については、やはりどこかが、こういう形で話し合い、進捗を確認する場が必要ではないか

ということで、皆様からの御意見を踏まえ、今後について事務局と相談したい。 

 

以上 

お問い合わせ先 

経済産業政策局企業会計室 

電話：03‐3501-1570 

FAX：03‐3501-5478 

 


