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はじめに 
 
01 日本経済全体としての「稼ぐ力（＝収益力）」を取り戻すためには、その中核と

なる企業が生産性・収益性を高め、グローバル競争を勝ち抜いていく必要がある。

そのためにも、持続的成長に向けた果敢な経営判断、人材、設備、研究開発等イ

ノベーションへの投資を後押しする仕組みを強化していくことが求められてい

る。そして、その果実を広く国民（家計）に均てんし、経済の好循環を促すこと

は、人口減少社会に直面する日本の国富を将来的に確保するための道でもある。 
 
02 このような価値創造の好循環を実現するためには、その主役となる企業とリスク

マネーの出し手である投資家（株主を含む）とが、質の高い対話を通じて相互理

解を深め、共に持続的成長、中長期的な企業価値創造に向かうことが不可欠であ

る。ここでの対話は、企業の情報開示を契機とする様々な機会での年間を通じた

継続的かつ直接的なコミュニケーションを含む、幅広いコミュニケーション全体

を意味し、その質の向上のためには、それを支える組織や人々の意識や行動も変

わっていく必要がある。 
 
03 このような認識に基づき、平成 26 年９月、経済産業省を事務局とする「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

商学研究科教授）（以下、「対話研究会」という。）が設置され、企業と投資家が

対話を行う環境を全体として再検証すべく、対話環境を形づくる主な要素である

１）企業情報開示、２）株主総会プロセス全般、３）年間を通じた継続的な対話

について、現状と課題、それらの在り方が検討され、その結果として、平成 27
年４月に報告書（提言）が取りまとめられた。 

 
04 平成 27 年６月には、本報告書の方向性も踏まえ、「『日本再興戦略』改訂 2015」

が閣議決定され、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を促進

するために新たに講ずべき具体的施策として以下の点が盛り込まれた。 
 

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、
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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 

企業の情報開示については、投資家が必要とする情報を効果的かつ効率的に

提供するため、金融審議会において、企業や投資家、関係省庁等を集めた検討

の場を設け、会社法、金融商品取引法、証券取引所上場規則に基づく開示を検

証し、重複排除や相互参照の活用、実質的な監査の一元化、四半期開示の一本

化、株主総会関連の日程の適切な設定、各企業がガバナンス、中長期計画等の

開示を充実させるための方策等を含め、統合的な開示の在り方について今年度

中に総合的に検討を行い、結論を得る。 
 
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。 
 
05 これらを受け、平成 27 年 11 月、「株主総会プロセスの電子化促進等に関する研

究会」（座長：尾崎安央早稲田大学法学学術院教授）（以下、「本研究会」という。）

は、我が国における対話の質を高める上での様々な課題を解決すべく、検討を開

始した。その目的は、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ことにある。 
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06 具体的には、企業、投資家、学識経験者、法曹関係者、証券代行、常任代理人、

証券取引所、議決権行使助言会社、監査人などの株主総会に関する関係者と関係

省庁（法務省、金融庁）が一堂に集まり、下記①～④に掲げる検討事項を中心に、

計６回に渡って議論を重ねた。また、研究会と併行して、多くの企業関係者、ア

セットオーナー、海外機関投資家等との意見交換も重ねてきた。加えて、本研究

会は、全国株懇連合会から「グローバルな機関投資家等の株主総会への出席に関

するガイドライン」の策定に関して報告を受けるなど、株主総会プロセスの見直

しに係る取組の進捗状況について確認を行ってきた。 
 

＜研究会の検討事項＞ 
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 

  ⅰ）早期（発送前）Web 開示 
  ⅱ）原則電子化 ～米国の「Notice & Access 制度」を参考に 
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 
③株主総会関連の適切な基準日設定に向けた対応策 
④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 
 

07 議論の際には、特に、全体としての対話環境あるいは対話インフラとして質の高

い対話を促進するものとなっているか、また、欧米諸国等と比較しても遜色ない、

あるいはより良いものとなっているのか、という視点を意識しつつ、「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」（以下、「対話研報告書」とい

う。）で示された方向性をより具体的かつ実効性のあるアクションにつなげるべ

く、我が国や諸外国の現状分析を行うとともに、考えられる課題と対応策につい

て深掘りした。調査分析に際しては、経済産業省の委託を受けた有限責任あずさ

監査法人をはじめとして、全国株懇連合会、日本経済団体連合会、ヒアリングを

受諾いただいた企業や団体等の協力を得て、国内外の事例調査や企業アンケート

等を行った。 
 

08 本報告書は、これらの調査分析や検討結果を取りまとめたものである。 
 

第一章は、「招集通知関連書類の電子提供の促進」である。まず、上場会社におけ

る早期（発送前）Web 開示の取組状況や当該情報が機関投資家等に伝わる流れを

把握するとともに、早期（発送前）Web 開示企業の拡大のみならず、その適切な

開示タイミングを考慮すべきであることなどを、今後のあるべき方向性として提

言している。 
 
また、本研究会は、インターネットを利用した情報提供が株主総会前に提供され
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る情報の充実等に資するのではないかという問題意識の下、「株主総会の招集通知

関連書類の電子提供の促進・拡大に向けた提言」を別途取りまとめている。具体

的には、招集通知関連書類の電子提供を促進・拡大させる方向で柔軟に制度を整

備していくことを求めるとともに、企業実務等の観点を踏まえて、その具体的な

制度設計の在り方や留意点について提示している。 
 
第二章は、「議決権行使プロセス全体の電子化の促進」である。機関投資家による

議決権行使には、企業、株主名簿管理人、管理信託銀行、常任代理人、機関投資

家、アセットオーナー、議決権行使助言会社、議決権行使プラットフォーム運営

会社、議決権行使事務代行といった多様な関係者が関与する。それぞれに対して

ヒアリングを重ねた成果も踏まえ、議決権電子行使プラットフォームの利用効果

や課題について整理し、これを活用しやすくするための具体策として、上場会社

のプラットフォーム参加拡大に向けた活動の在り方、機関投資家の指図フローの

二重化問題の軽減に向けた仕組みの在り方、プラットフォーム間のシステム連携

の在り方及び国内機関投資家によるプラットフォームの利用手続の在り方につい

て提言している。 
 
第三章は、「株主総会関連日程の適切な設定」である。本研究会は、株主総会関連

の適切な基準日設定に向けた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）について議論を行

った。具体的には、内外の株主総会関連日程の現状や内外機関投資家等から提起

されている問題意識を整理した上で、企業関係者における取組状況を確認し、そ

こで指摘されている各種課題や疑問点について整理を行った。そして、この内容

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等の検討の一助となる

ことを期待する旨提言している。 
 
第四章は、「対話支援産業への期待」である。本研究会は、招集通知の電子提供や

議決権行使の電子化、総会日の適切な設定等の動きにより、今後、対話促進の方

向で変化することが見込まれる株主総会プロセスも念頭に入れつつ、「対話支援産

業」の役割についても議論を行った。具体的には、株主総会プロセスの電子化が

進んでいる諸外国の状況を参考にしながら、対話支援産業に期待される役割等に

ついて議論を行い、個人株主も利用可能な一括プラットフォームを整備するなど、

電子化による対話充実を目指した新たなサービスの構築について関係者により検

討がなされることを提言している。 
 
最後の第五章「対話先進国に向けて」では、既に、日本の企業社会が、株主・投

資家との対話促進に向けて変わりつつあることを概観するとともに、今後の更な

る課題解決に向けた取組に対する期待を述べている。また、その推進力として、
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当分の間、「対話型株主総会プロセス」の実現に向けた関係者による取組について

フォローアップする会議を開催することを提案している。 
 
09 企業と投資家が国際的に見ても質の高い対話を通じて相互理解を深め、共に持続

的成長や中長期的な企業価値創造に向かうことが、本研究会の意図するところで

ある。本報告書の内容を踏まえて、関係者が真摯に更なる取組・検討を継続して

いくことで、日本が対話先進国に向けて変化を遂げることを期待したい。 
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第一章 招集通知関連書類の電子提供の促進 
１．早期（発送前）Web 開示 1の促進 
 
01 「対話研報告書」では、「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。」と指摘されている。 
 
02 また、「コーポレートガバナンス・コード」（平成 27 年６月）の補充原則１－２

②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。 
 
03 これらを前提として、本研究会は、早期 Web 開示の取組状況や当該情報が機関

投資家等に伝わる流れを把握するとともに、今後の課題等について議論を行った。 
 
1-1 早期（発送前）Web 開示の実施状況 

1-1-1 平成 27 年６月開催の株主総会における状況 
 
01 平成 27 年６月に株主総会を開催した上場会社 2,352 社 2のうち、招集通知を株

主総会日の３週間以上前に発送した企業は 745 社（31.7％）であった。（図表１

参照） 
 
02 これに早期Web開示を行った企業を加えると、同上場会社の41.4％に当たる973

社が株主総会日の３週間以上前に招集通知を発送又は Web 開示していることと

なる。（図表２参照） 
 
  

                                                   
1 「早期（発送前）Web 開示」とは、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ることを言う。以降では「早期 Web 開示」と記載する。 
2 平成 27 年 3 月 31 日を議決権行使基準日とし、かつ、東京証券取引所に上場している企業。 
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図表 1 早期発送の状況    図表 2 早期発送＋早期 Web 開示の状況 

 
 
03 同上場会社 2,352 社のうち、早期 Web 開示を実施した企業は 769 社（32.7％）

であり、前年の 91 社（3.9％）と比較して大幅に増加している。 
 
図表 3 早期（発送前）Web 開示の実施企業数の推移 

 

 

 
 
04 この早期Web開示実施企業 769社の招集通知発送日からWeb開示日までの平均

日数は 2.7 営業日であった。Web 開示のタイミングの内訳を見ると、招集通知発

送日の１営業日前が最も多く、全体の 36.5％（281 社）であった。他方、最大で

10 営業日前に Web 開示した企業が３社（0.4％）存在した。（図表 4 参照） 

（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。

745社 973社

平成25年 平成26年 平成27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%
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05 また、早期 Web 開示実施企業 769 社の株主総会日から Web 開示日までの平均日

数は 16.7 営業日であり、株主総会日 15 営業日以上前（３週間以上前）に Web
開示した企業は全体の 76.3％に上った。最大で 29 営業日前（５週間前）に Web
開示した企業もあった。（図表 5 参照） 

 
図表 4 発送日～Web 開示日      図表 5 総会日～Web 開示日 

 
 

 
06 早期 Web 開示実施企業 769 社を①時価総額、②株主数、③外国人保有比率の各

属性別に分析すると、①時価総額が大きい、②株主数が多い、③外国人保有比率

が高い企業ほど、早期に Web 開示している傾向が見られる。 
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図表 6 企業規模等の別に見た早期 Web 開示の実施状況 

 

 
1-1-2 早期 Web 開示に関するアンケート 
 
07 平成27年11月に東京株式懇話会会員企業を対象に実施したアンケートの調査結

果（1,093 社中 778 社が回答）によると、上場会社（729 社）のうち、48.6％（354
社）の企業が平成 27年総会において早期Web開示に取り組んだと回答している。 

 
   図表 7 早期 Web 開示の実施の有無 

 
 
08 同アンケートにおいて、早期 Web 開示のタイミングを聞いたところ、「招集通知

の印刷終了直後」が 35.9％（127 社）と最も多かった。すなわち、招集通知の封

入作業や郵送に要する期間の分だけ招集通知を早期に開示した企業が最も多か

ったと言える。 
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図表 8 早期 Web 開示のタイミング 

 

 
09 なお、同アンケートにおいて、早期 Web 開示に取り組まなかった企業（333 社）

の 57.4％（191 社）が、平成 28 年総会では早期 Web 開示に取り組む予定である

と回答している。 
 
図表 9 次年度（平成 28 年総会）における早期 Web 開示の実施予定 
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1-1-3 平成 28 年３月開催の株主総会における状況 
 
【日本語版招集通知の早期 Web 開示状況】 
10 平成 28 年３月に株主総会を開催した上場会社 366 社 3のうち、早期 Web 開示を

実施した企業は 172 社（47.0％）であり、前年の 21 社（6.2％）から大幅に増加

した。前述した、平成 27 年６月に株主総会を開催した上場会社の早期 Web 開示

実施比率 32.7％と比較しても高い数値となっている。（図表 10 参照） 
 
11 この早期Web開示実施企業 172社の招集通知発送日からWeb開示日までの平均

日数は 2.5 営業日であった。Web 開示のタイミングの内訳を見ると、招集通知発

送日の１営業日前が最も多く、全体の 41.3％（71 社）であった。早期 Web 開示

の平均日数及びタイミングのいずれも平成 27 年６月に株主総会を開催した上場

会社と同様の傾向が見られた。（図表 10 参照） 
 
図表 10 平成 28 年３月総会における早期 Web 開示の状況 

 
 
【英文招集通知の早期 Web 開示状況】 
12 平成 28 年３月に株主総会を開催した上場会社 366 社 4のうち、英文招集通知を

開示した企業は 70 社（19.1％）であり、前年の 34 社（10.0％）から大幅に増加

している 5。 
                                                   
3 平成 27 年 12 月 31 日を議決権行使基準日とする上場会社（地方単独上場会社 9 社含む）。 
4 同上 
5 ICJ の調査結果によれば、平成 27 年３月 31 日を議決権行使基準日とし、同年６月に株主総会を開
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図表 11 平成 28 年３月総会における英文招集通知開示の状況 

 
 
13 さらに英文招集通知を早期 Web 開示した企業は 54 社（３月総会開催企業の

14.8％）で、前年の８社（同 2.2％）から大幅に増加した。 
 
図表 12 平成 28 年３月総会における英文招集通知の早期 Web 開示状況 

 
 
1-1-4 早期 Web 開示情報が株主・投資家に届くプロセス 
 
14 平成 27 年は「コーポレートガバナンス・コード」の導入初年度でもあり、慎重

に対応する企業も多かったと考えられるが、アンケート調査結果からは、平成 28
年総会では早期 Web 開示に取り組む企業が更に拡大することが見込まれる（図表 9
参照）。実際、平成 28 年３月総会では、早期 Web 開示の実施企業割合は高まって

いる（図表 10 参照）。また、現状では発送の 1 営業日前に開示している企業も相当

                                                                                                                                                               
催した東京証券取引所上場会社 2,352 社のうち、英文招集通知を開示した企業は 17.0％（399 社）

であった。 
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数存在しているが、例えば印刷原稿の校了直後に Web 開示する動きが広まれば、

株主の議案検討期間の拡大効果も期待し得る。 
 
15 しかしながら、いくら企業が早期 Web 開示に取り組んだとしても、当該情報が

開示された事実を機関投資家が知らなければ、その効果は得られない。この点に

関し、企業側において、自ら電話やメールで機関投資家に掲載情報を知らせる等

の努力がなされたことが紹介された。そこで、 本研究会は、早期 Web 開示情報

が機関投資家等に届くプロセスについて確認を行った。 
 
16 全上場会社の招集通知情報は、自社の Web サイトで開示される他、TDnet6に登

録することとなっており、TDnet 経由で証券取引所ホームページや Arrow 
Force7に掲載される。また、機関投資家においては、Arrow Force に保有銘柄を

事前登録しておくことで、招集通知が掲載されたタイミングで通知メールを受信

することができる。 
 
図表 13 早期 Web 開示情報が機関投資家等に届くプロセス 

 
 
1-1-5 早期 Web 開示後に修正が生じた場合の対応 
 
17 また、招集通知に修正が発生した場合の対応を考えると、早期 Web 開示は自社

HP のみで行い、TDnet には発送日直前にアップする企業があることが報告され

た 8。この点について、本研究会では、早期 Web 開示後から招集通知発送までの

間に当該招集通知等に修正が発生した場合の実務的な対応方法について確認を

                                                   
6 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。 
7 ICJ が運営する全上場会社の招集通知一覧サイト。機関投資家等は一定の ID 数までは無料で閲覧可

能（個人は利用不可。情報ベンダー会社等は有料で利用可能） 
8 この点については、東京証券取引所から全上場会社向けに、早期 Web 開示の実施の際には、自社の

ウェブサイトのみならず、TDnet にも早期提出・公表するよう要請（お願い）がなされている。 

※1 招集通知は、TDネットから情報ベンダー（Bloomberg・日経等）にも自動的に配信される。
※2 ICJが運営する全上場会社の招集通知一覧サイト。機関投資家等は一定のID数までは無料で閲覧可能（個人は利用不可。情報ベンダー会社等は有料で利用可能）
※3 ICJ／Broadridge社が運営する機関投資家向けの議決権行使サイト。世界中で5,000社を超える機関投資家が利用。

自社ＨＰ
（TDネットで指定
した公開日）

全上場会社
招集通知一覧サイト
【Arrow Force※2】

議決権電子行使プラット
フォーム（ICJ）
【Proxy Edge※3】

適時開示情報
伝達システム
【TDnet※1】

機関投資家
等

招集通知・公開日
を登録

各証券取引所ＨＰ
【各取引所HP上の「上場会社情
報サービス」等】

ICJ参加
企業のみ
掲載

新着情報メール

保有銘柄を事前登録
検索・閲覧

（主に機関投資家のみ）

検索・閲覧

検索・閲覧
（ICJ参加者のみ）

行使可能銘柄を通知
（招集通知発送日）

同日掲載

閲覧



 

14 
 

行った。その内容は以下のとおり。 
① 法定の Web 修正時の取扱いに準じて速やかに自社ホームページにおいて

修正を行う。 
② TDnet 公表後は、追加公表により修正を行う。 

 
① 法定の Web 修正時の取扱い 
 会社法施行規則等において、招集通知発出後に関連書類の記載事項について

修正すべき事情が生じた場合に備えて、修正後の事項を株主に周知させる方

法を、当該招集通知と併せて通知することができると定められている（会社

法施行規則第 65 条第３項、第 133 条第６項、会社計算規則第 133 条第７項、

第 134 条第７項）。 
 この規定を踏まえ、「周知させる方法」として、自社の HP に掲載すると招

集通知に記載する例が多い。 
（記載例）修正が生じた場合はインターネット上の当社ウェブサイト 

（http://〇〇〇）に掲載させていただきます。 
 発送前 Web 開示を行った後、株主発送時点までの間に誤りが発生した場合

の修正対応については、発送前 Web 開示は法定の開示ではなく任意の開示

であり、任意の開示についてどのように訂正するかということについては、

特段法律において規制していないため、現状のいわゆる法定の Web 修正時

の取扱いに準じ、速やかに自社ホームページにおいて修正を行う対応で問題

が生ずることは考えにくいとの見解が「持続的成長に向けた企業と投資家の

対話促進研究会」の報告書（平成 27 年４月）において示されている。 
 

② TDnet への対応 
 TDnet への登録後から公表日までの間はファイルの差替が可能。 
 公表日後に修正する場合は追加公表の方法により行う。 

 
1-2 早期（発送前）Web 開示の効果 

01 招集通知及び関連書類を紙媒体により株主に提供する場合、原稿の校了から株主

の手元に届くまでの間に印刷、封入、郵送等の期間を要する。そこで、発送前の

早い段階においてインターネット上で開示すれば、株主が招集通知等の情報を入

手可能なタイミングが早まるため、株主の議案検討期間は拡大し得る。 
 
02 実際、平成 27 年 6 月に株主総会を開催した早期 Web 開示企業 769 社の株主総

会日から Web 開示日までの平均日数が 16.7 営業日（①）、早期 Web 開示を実施

しなかった残りの企業1,583社の株主総会日から招集通知発送日までの平均日数

が 12.9 営業日（②）であった。すなわち、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、早期 Web 開示により株主の総会議案検討期間
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は平均で 3.8 営業日（①－②）拡大したと言える。（図表 14 参照） 
 
図表 14 早期 Web 開示による議案検討期間の拡大日数イメージ 

 
03 この点について、本研究会では、機関投資家から、多くの企業の株主総会が６月

下旬に集中していることを考えると、何時間でもよいので早く招集通知等の情報

が手に入るのであれば、総会議案を判断する時間が延びるので大変有難く、早期

Web 開示の採用が進むことを強く期待する、との声があった。 
 
04 さらに、個人株主からは、株主総会は集中するため、早期 Web 開示により早め

に総会日程を把握できるようになると、自身のスケジュールを組みやすく、住所

録も事前に作成しやすいので大歓迎である、との声があることが報告された。 
 
05 加えて、企業からは、早期 Web 開示への反応として、議決権行使助言会社によ

る総会議案の賛否の推奨レポートが従来に比べて早めに出たことや、従来は問い

合わせが無かった機関投資家から問い合わせがあり、そこでのやり取りを通じて

賛成票を入れてもらえた、という事例が紹介された。 
 
06 なお、早期 Web 開示の実施のきっかけとしては「コーポレートガバナンス・コ

ード」の制定があり、従来は自社の経営トップに対して総会前に株主以外の一般

者にも招集通知を開示して良い理由を説明できなかったが、同コードの内容を説

明することによりトップが理解を示し、早期 Web 開示を実施できたことが、複

数の企業から報告された。 
 
1-3 早期（発送前）Web 開示の課題 

01 前述 1.2 のとおり、早期 Web 開示には、議案検討期間が拡大する等のメリット

がある一方、早期 Web 開示は法令で強制されない任意の開示であるとともに、

決算日から株主総会日までの期間が限られていること等により、幾つか限界があ
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る旨が本研究会において指摘されている。 
 
1-3-1 決算日から総会日までの期間による限界 
02 まず、日本における決算日から株主総会日までの期間は、欧米やアジアと比べて

非常に短く 9、招集通知の早期発送や早期 Web 開示、さらには議決権電子行使プ

ラットフォームを活用したとしても、機関投資家における十分な議案検討期間の

確保には限界がある、との指摘がなされた。 
 
03 さらに、早期 Web 開示は非常に重要であるが、開示情報の作成期間や監査期間

の確保という観点から無理が生じる可能性もあり、先進的に早期開示に取り組ん

でいる会社であっても、決算に関する取締役会をこれ以上早期に開催することは

困難である、との指摘がなされた。 
 
1-3-2 任意開示による限界 
 
04 早期 Web 開示は法令で強制されない任意の開示であるため、先進的で自立的な

取組をしている会社と、法的エンフォースメントがなければぎりぎりまで開示

しない会社に２極化しており、時間をかけて内部で検討したい会社ほど招集通

知をぎりぎりに送ってくるという、インセンティブのねじれがあることが指摘

された。 
 
05 また、現状、招集通知等の詳細を発送前に入手しようとすると、各企業の Web

サイトに１社１社アクセスしなければならないため、保有銘柄数が多いほど入手

作業が煩雑になる、との声があった。これに関しては、機関投資家であれば原則

無料で利用できる Arrow Force10という全上場会社の招集通知が一覧できるサイ

トが提供されており、同サイトに保有銘柄を登録しておけば、当該銘柄の招集通

知が掲載されると通知メールを受領できる、いわゆるプッシュ型の情報通知サ

ービスの紹介があった。 
 
1-3-3 個人株主が利用できる一括プラットフォームへのニーズ 
 
06 前述の Arrow Force は、現状では機関投資家向けであるが、本研究会では、プ

ッシュ型通知を備えた一括プラットフォームが個人株主にも使えるようになる

と、利便性が高まるのではないか、との指摘がなされた。（詳細は第四章参照） 
 
  
                                                   
9 決算日から株主総会日までの期間は日本は３ヶ月程度であるのに対し、諸外国は概ね４～５ヶ月程

度となっている（詳細は第三章図表 30 参照） 
10 前述図表 13 参照 
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1-3-4 英文招集通知へのニーズ 
 
07 招集通知等の英語開示については、以前から海外機関投資家を中心として要望が

強いところである。この点について、本研究会では、英文招集通知の早期開示の

重要性が挙げられるとともに、１つのウェブサイトで全ての銘柄の招集通知が一

覧できることに加え、それらが英語で開示されていると、外国人投資家も直ちに

議案の検討を始められるため、最終的には一番望ましいのではないか、との指摘

がなされた。この点については、東京証券取引所から全上場会社向けに、株主総

会の招集通知等の英訳版（要約で可。なお、作成自体は任意）についても、TDnet
に提出するよう要請（お願い）がなされている。 

 
1-4 今後期待される対応の方向性 

01 本研究会では、早期 Web 開示には、株主による総会議案の検討期間や株主・投

資家との対話期間の拡大効果が認められた。また、早期 Web 開示未実施企業が

全体の５割弱を占めることや、実施企業でも発送日の１営業日前に開示している

企業が４割弱を占める等、早期 Web 開示への取組余地が大きいことが確認され

た。他方、情報開示は早ければ早いほど良いという単純なものではなく、情報の

量や質、当該情報の信頼性を担保する監査の質とのバランスが求められることが

共有された。 
 
02 本研究会で出された指摘等を踏まえ、早期 Web 開示に関連して、今後、以下の

取組がなされることが期待される。 
 

①早期 Web 開示実施企業の拡大 
コーポレートガバナンス・コードを踏まえ、株主の総会議案の十分な検討期間

の確保のみならず、企業と株主の建設的な対話（議案に関する対話期間の確保等）

を促進するため、現状、早期 Web 開示を実施していない企業においても、早期

Web 開示の実施が検討されること 

②適切な Web 開示のタイミングの検討 
早期 Web 開示を実施するにあたっては、現状、取締役会決議直後や印刷原稿校

了直後に開示している企業があることも踏まえ、その Web 開示の適切なタイミン

グについても考慮がなされること 

③TDnet への提出の推奨 
早期 Web 開示を実施するにあたり、当該情報が TDnet 経由で株主等にプッシ

ュ型通知がなされることについて、上場会社及び機関投資家等に対して改めて広

く周知がなされること。その上で、上場会社により、招集通知関連情報を自社の

Web サイトに掲載する時期と同じタイミングで TDnet にも提出がなされること 
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④個人株主も利用可能な一括プラットフォームの創設の検討 
  ※第四章「対話支援産業への期待」３．02 ①を参照のこと。 

⑤英文招集通知の早期 Web 開示 
コーポレートガバナンス・コードを踏まえ、英文の招集通知について、可能な

限り日本語版と同様のタイミングで Web 開示がなされること。また、当該英文招

集通知についても、自社の Web サイトに掲載する時期と同じタイミングで TDnet
に提出がなされること。 

 
  



 

19 
 

２．招集通知関連書類の電子提供の促進・拡大 
 
01 「対話研報告書」では、次のとおり、提言されている。 
 

06 株主の議案検討プロセスの効率化、情報提供の質向上の観点から、招集通知

関連資料（計算書類・事業報告等）の電子化の更なる促進を図るべきである。 
09 本研究会においては、米国における「Notice＆Access」制度なども参照しつ

つ、招集通知関連書類の提供は原則として電子的に行い、希望する株主に対

して書面で送付を行うような形が望ましいのではないか、との意見もあった。

上記の実務的な工夫等の進展状況、グローバルな機関投資家の視点、IT の普

及・インフラ整備状況、個人投資家の状況等も踏まえ、このような更なる電

子化の活用の是非や実現可能性等について検討をすることが考えられる。 
 
02 また、「『日本再興戦略』改訂 2015」（平成 27 年 6 月閣議決定）においては、「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。」との方針が

示されている。 
 
03 この IT 利活用促進に係る政府全体の対応方針としては、例えば「IT 利活用に係

る基本指針」（平成 27 年 6 月 IT 総合戦略本部決定）において、IT 利活用の加速

化のため、法制度に関し、IT の活用を原則とすることが明示されるとともに、

法改正等の基本となる「５つの基本原則」が提示されている。この原則には、以

下の内容が含まれている。 
○電磁的処理の原則（ＩＴ優先の原則） 

   IＴを極力優先し、行政手続等におけるＩＴの利用に関し、電磁的方法に

よる処理が可能な業務は、原則として電磁的に処理すること 
○安全・安心な情報の高度な流通性の確保の原則 

   明確な理由が無い限り、情報の高度な電磁的流通を確保すること 
 
04 先に述べたように、早期 Web 開示は、招集通知が書面で届くよりも早くその情

報をインターネット上で入手することが可能となるため、議案の検討期間を確保

するという観点からの効果は認められる。しかしながら、開示情報の作成期間や

監査期間を確保するという効果につながるものではない。株主総会前に提供され

る情報を充実させるには、招集通知関連書類を電子提供することで、これまで印

刷・封入等に要していた時間や費用、紙面の制約を取り除き、株主にとって有用

な情報を効果的かつ効率的に提供できるようにすることが重要である。 
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05 これらを前提として、本研究会は、米国の Notice & Access 制度をはじめとした

諸外国の電子提供制度の内容や利用状況等を参照しながら、日本の法制度や実務

の現状等も踏まえつつ議論を重ね、招集通知関連書類に関する「新たな電子提供

制度」の整備を求める提言を取りまとめた。 
 
06 本提言では、「新たな電子提供制度」の骨格として、 

① 株主総会前に提供すべきと制度上要請された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 企業が当該制度を利用する上で、株主からの個別承諾は要さないこと 
④ 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 
といった要素を示した上で、法改正が行われることも前提とした様々な考え方の

議論を基に、具体的な制度設計の在り方と留意点について取りまとめている。 
 

07 今後、本提言も踏まえて、法制度上の具体的な措置内容について更なる検討が進

められることを期待する。また、そのような制度整備の動きを契機として、株主

総会プロセスを支える対話支援産業によるサービスの充実が図られ、望ましい対

話環境が構築されていくことを期待する。 
 

 
※本提言（「株主総会の招集通知関連書類の電子提供の促進・拡大に向けた提言」）の

本文は次項のとおり。なお、本提言については、今後の制度設計に向けた議論に資

するよう、参考資料を添付した上で、本報告書とは別途公表されています。 
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株主総会の招集通知関連書類の電子提供の促進・拡大に向けた提言 

～企業と株主・投資家との対話を促進するための制度整備～ 

 
2016（平成 28）年 4 月 21 日 

株主総会プロセスの電子化促進等に関する研究会 
 

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）の提言（2015（平成 27）年 4 月公表）、

そして、「日本再興戦略改訂 2015」（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て議論を重ねてきた。 
 
 我が国におけるインターネットの利用者は既に 1 億人を突破しており、インターネ

ット利用率も 13～59 歳層では 9 割を超えている 11。上場会社の株主総会の招集通知

等の情報も既に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、インターネットを活用した情報提

供は、株主にとって有用な情報へのリンクや動画提供等の工夫の余地を高めること

で、株主総会前に提供される情報を充実させやすくするとともに、株主による議案の

検討期間、株主と企業との対話期間の確保にも資するなど、本研究会が目指す「対話

型株主総会プロセス」を実現する上で有効な手段であるとの期待が高い。これを実現

していくためには、企業がインターネット利用の普及・発展状況を踏まえつつ効果的

かつ効率的に株主と対話していけるよう、招集通知等の情報提供に関する法制度を見

直していくことが期待される。 
  
 本提言は、企業と株主・投資家との対話を促進するという観点から、招集通知関連

書類の電子提供を促進・拡大させる方向で柔軟に制度を整備していくことを求めると

ともに、その具体的な制度設計の在り方や留意点について、企業実務等の観点を踏ま

                                                   
11 総務省「平成 26 年通信利用動向調査」 
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えてとりまとめたものである。今後、法制度上の具体的な措置内容について更なる検

討が進められることを期待したい。また、そのような制度整備の動きを契機として、

株主総会プロセスを支える対話支援産業によるサービスの充実が図られ、望ましい対

話環境が構築されていくことを期待する。 
 
Ⅱ 我が国及び諸外国における招集通知関連書類の電子提供制度の概要 

 

１．我が国における現行制度の概要と企業の利用状況 

 
 株主総会の開催前に、我が国の上場会社が株主に提供すべきと会社法上定められ

ている招集通知及び関連書類としては、以下が挙げられる。 
 

書 類 記載内容 
① 招集通知 日時、場所、議題等 
② 議決権行使書面 議案の賛否欄、行使期限、株主の氏名・議決権数等  
③ 株主総会参考書類 議案、提案の理由等 
④ 事業報告 会社の現況、役員、株式に関する事項等 
⑤ 計算書類 

連結計算書類 
貸借対照表、損益計算書等 
連結貸借対照表、連結損益計算書等 

⑥ 会計監査報告・監査報告 会計監査報告、監査役会等の監査報告 
 
 これらの招集通知及び関連書類の電子提供に関しては、現行の会社法では二つの

制度が設けられている。 
 

（事前の個別承諾による電子提供制度） 

 第一の制度は、株主から事前に個別承諾を得ることで、上記①から⑥のすべての

書類を電磁的方法により提供できるという制度である（会社法第 299 条第 3 項及び

第 301 条 2 項等）。ただし、株主からの個別の請求があるときには、上記②及び③

（議決権行使書面及び株主総会参考書類）を書面で交付しなければならないという

書面請求権を伴っている（会社法第 301 条第 2 項但書及び第 302 条第 2 項但書）。 
 この制度は、2002（平成 14）年の商法改正により導入されたものだが、制度導

入から十数年後の足元における上場会社の利用状況をみると、全体の 2.6％にとど

まっている 12。その背景としては、株主から個別に電磁的方法による提供をうける

ことについて事前承諾を得ることに加え、株主からの個別の書面請求への対応も生

じるなどの事務手続上の煩雑さが指摘されている。 

                                                   
12 商事法務研究会「株主総会白書 2015 年版」（『旬刊商事法務』2015.12/1 臨時増刊号）。なお、後述

するように、近年諸外国では、個々の株主からの事前承諾を得る制度の下では電子提供が広く普及

しないとして、個別承諾なしで電子提供を行える制度が整備されている。 
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（Web 開示によるみなし提供制度） 

 第二の制度は、定款の定めに基づき、招集通知の関連書類の一部について、いわ

ゆる Web 開示を行うことにより株主に提供したものとみなすことで、書面による

提供を省略できる制度である（会社法施行規則第 94 条第 1 項、第 133 条第 3 項、

会社計算規則第 133 条第 4 項、第 134 条第 4 項）。第一の制度とは違い、制度上、

事前の個別承諾や書面請求への対応は要請されていない。 
 この制度は、2006（平成 18）年の会社法の施行により導入されたものだが、足

元における上場会社の利用状況をみると、全体の 45％となっている。このうち約 2
割の企業（上場会社全体の 8.6％）が、2015（平成 27）年 5 月施行の改正会社法施

行規則により Web みなし提供の対象範囲が拡大されたことなどを受けて、新規に

当該制度の利用を開始しているものと思われる 13。このように、第一の制度に比べ

ると第二の制度の利用は大きく進んでおり、企業側における電子提供へのニーズも

伺えるところではあるが、それでもなお、大半の企業が利用している状況には至っ

ていない。その背景としては、電子提供できる招集通知の関連書類の範囲が上記③

から⑥の「一部」にとどまっていることが挙げられる。株主総会情報の利用者から

も、例えば計算書類の一部である個別注記表が Web みなし提供された場合、計算

書類本体や計算書類に係る監査報告書と一体として書面提供されないことへの不

都合も指摘されている。 
 

（発送前 Web 開示） 

なお、上場会社に関しては、2009（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いる。また、2015（平成 27）
年 6 月に制定されたコーポレートガバナンス・コードの要請も受け、招集通知及び

関連書類を発送する前に、当該情報を取引所が運営する TDnet や自社の Web サイ

ト等で任意に開示するという実務が急速に浸透しつつある 14。これにより、株主は、

書類が手元に届くよりも早くインターネット上で株主総会情報を入手し、議案の検

討期間や対話期間を確保することが可能になるため、対話促進という観点からもそ

の円滑な実施が期待されるところである。 
しかしながら、発送前 Web 開示はあくまで任意の取組であって、法制度上は紙

媒体で発送する必要がある。このため、印刷や封入等に係る期間や費用、紙面の制

約により、株主に伝えたい情報を盛り込みがたいという課題は引き続き存在すると

指摘されている。 
 

                                                   
13 商事法務研究会「株主総会白書 2015 年版」（『旬刊商事法務』2015.12/1 臨時増刊号） 
14 例えば、2015（平成 27）年 6 月総会企業（東証上場会社、3/31 基準日の 2,352 社）のうち、招集

通知及び関係書類を発送前に Web 開示した企業は 769 社（約 33％）と、昨年（91 社、3.9％）より

大幅に増加している。 
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２．諸外国における電子提供制度の概要 

 

 以上のように、我が国においては、招集通知及び関連書類を電子提供する制度は

あるものの、その利用は限定的で、書面により郵送することが主流となっている。

一方で、諸外国においては、近年、紙媒体の印刷・郵送に伴うコストや環境負荷を

軽減することに加え、企業と株主・投資家との対話やコミュニケーションを充実さ

せることを目的として、招集通知の関連書類を原則として電子提供することを軸と

した制度が整備されており、その利用も進んでいる。 
 
例えば、米国では、当初は我が国と同様、個々の株主からの事前同意があれば株

主総会関係書類を電子提供することが可能であったが、それでは電子提供が広く普

及するには至らなかった。そこで、2008（平成 20）年、株主総会関係書類をイン

ターネット上で開示し、その旨を株主に書面で通知することにより、個々の株主の

同意を得ることを不要とするという、「Notice & Access 制度」と呼ばれる制度が導

入されている。当該制度を採用した企業の株主は、株主総会の日時、場所、招集通

知関連書類が掲載されている Web アドレス、議案の概要等が記載された通知を書

面で受け取り、それ以外の情報についてはインターネットにアクセスすることで入

手することとなる。この Notice & Access 制度の利用企業数は年々増加傾向にあり、

2015（平成 27）年度では、上場会社の約 4 割（2,342 社）が当該制度を利用して

いる。特に、株主数の多い会社ほど制度の利用率は高く、15 万人以上の株主を有

する企業の約 8 割が当該制度を利用している。また、個人株主の約 8 割が招集通知

関連書類を電子的に受け取っている 15。 
カナダでは、2013（平成 25）年に、米国制度を一部修正した「Notice & Access

制度」が導入されており、当該制度を採用した企業の株主は、米国制度上の通知に

加え、議決権行使書を書面で受け取ることとなる。2014（平成 26）年度の利用企

業数は 416 社（上場会社の約 1 割）となっている 16。 
英国では、2006 年会社法により、定款変更やみなし同意取得といった所要の手

続きを経た上で、招集通知関連書類が掲載されている Web アドレスが記載された

通知を書面で提供する制度が導入されおり、個人株主の 85％が当該通知を受け取

っている 17。 
いずれの制度も、株主から積極的な個別承諾を得ることなく、招集通知関連書類

を電子提供できる点で共通している。また、これらの制度導入後、電子提供が相当

程度普及している状況にある。 
 

                                                   
15 Broadridge, “Analysis of Distribution and Voting Trends Fiscal Year Ending June 30, 2015” 
16 Broadridge, “Industry and Investor Intelligence” 
17 Prism Cosec, “Prism Briefing”, August 12, 2015. なお、シンガポールでも英国同様の制度が最近

導入されている。 
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なお、ドイツやフランスでは、招集通知本体とそれ以外の関連書類とでは、法制

度上の情報提供の在り方が異なっている。具体的には、招集通知等の情報を公告又

は電子公告で提供した上で、総会日時や場所が記載された招集通知本体については

株主に書面で提供することが求められるが、日本の事業報告・計算書類に相当する

関連書類については Web サイトに掲載すれば書面提供せずとも良いこととなって

いる。 
 
Ⅲ 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．株主総会プロセスにおけるインターネットの利用効果 

  

 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開催されており、株

主が議案検討や対話を行うための実質的な期間が十分ではないと指摘されている。

また、株主総会を含めた対話プロセス全体を通じて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。こうした中で「対話型株主総会プ

ロセス」を実現していくには、国民生活や企業活動の基盤として定着しているイン

ターネットを最大限活用することが有益である。 

 
招集通知等の情報提供についてみると、現在、上場会社においては、コーポレー

トガバナンス・コードを踏まえ、招集通知及び関連書類を発送するよりも前に、イ

ンターネット上に開示するという自主的な取組が急速に拡大しつつある。また、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その事実を株主に電

子メール等で通知するシステム環境も既に存在している 18。これにより、株主の議

案検討期間が拡大することが期待される。 
しかしながら、これはインターネットの利用効果の一部にすぎない。招集通知や

関連書類をインターネット上で開示するとしても、法制度上のプロセスとしてこれ

らを紙媒体で郵送するという実務に変わりがない以上、印刷・封入する機械の処理

能力や印刷・封入・郵送に要する期間・費用等との関係で、株主に送付する書面の

頁数に制約が生じ、企業が株主に伝えたい情報を自由に盛り込みがたいという課題

は引き続き残されている。諸外国のように、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へと移行できるようになれば、印刷・封入等に要する時間や費

用、紙面の制約から解き放たれ、株主総会前に提供される情報の充実や対話期間の

確保にも資すると考えられる。 

 

 また、インターネットを利用した情報提供が株主・投資家にもたらす利便性にも

着目すべきである。招集通知等の情報提供がインターネットを中心として行われる

                                                   
18 例えば、全ての上場会社の招集通知等の情報は、証券取引所が運営する TDnet に掲載されるが、こ

の掲載情報を新着メール等で通知するサービスが存在している。 
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ようになれば、企業側による情報提供面での工夫も進み、以下のような効果・メリ

ットが高まると期待される。 

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 情報を比較・分析しやすくなる。XBRLなどのダウンロード可能なデータ情報

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。株主自らが分析を行わずとも、

情報ベンダー等を通じてそれらの情報を入手しやすくなる。 

③ 招集通知以外の情報にアクセスしやすくなる。株主は、決算短信、有価証券

報告書、コーポレート・ガバナンス報告書、アニュアルレポート、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、インターネットは、多数の個人株主との対話やコミュニケーションを充

実させたいと考える企業にとっても重要なツールとなりうる。例えば、招集通知情

報と併せて経営陣や役員候補者からのメッセージ動画を提供したり、株主総会のイ

ンターネット中継を行うことで、株主と経営層との距離感を縮めることができる。

個人株主と企業がインターネットでつながるようになれば、株主総会を含めた対話

プロセス全体を通じて、企業側からタイムリーに情報提供したり、質問に対応する

などのコミュニケーションもやりやすくなる。総会前の質問受付やこれを踏まえた

追加情報の提供、総会後の決議通知と併せて総会当日の質疑応答等の状況の情報提

供等の取組みが進めば、株主との対話は一層充実したものになると期待される。 
 
以上のような対話促進効果に加え、招集通知関連書類をインターネット経由で提

供する場合、紙資源の節約等を通じた環境負荷の軽減効果も期待できる。我が国の

上場会社の株主数は 2014（平成 26）年度で延べ 4,713 万人 19に達するところ、電

子提供がほぼ進んでいない現状では、それに匹敵する数の招集通知及び関連書類が

毎年作成されていると想定されるが、例えば、外国人投資家の常任代理人が保管す

る株式に関しては、同一の常任代理人宛てに、同一の株式銘柄を保有する名義株主

数分の招集通知及び関係書類が送付されるため、年間約 8 万冊の招集通知及び関係

書類のほぼ全量が廃棄処分されているとの報告もある。 
 
なお、紙媒体の書類ならではの利便性もある。例えば複数の書類を並べて閲覧し

たり、付箋を貼ったりすることで比較分析を行うような場合は、紙媒体の方が使い

勝手が良いとも指摘される。しかしながら、電子提供だからこそ、環境負荷軽減を

図りながら、多数の株主にタイムリーかつ低コストで充実した情報提供が可能とな

                                                   
19 東京証券取引所・名古屋証券取引所・福岡証券取引所・札幌証券取引所「2014 年度株式分布状況調

査」 
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り、株主全体としてのメリットを高めることにもつながると期待されるところ、そ

の可能性を損なわないようにすることは重要である 20。 
 
また、印刷・封入等に係る費用に関しては、株主数の多い大手企業では 1 億円を

超える場合もあるところ、招集通知関連書類をインターネット経由で提供すること

に伴う費用削減効果は、企業が対話促進に向けた情報提供の充実等に取り組むイン

センティブとなりうるという点で評価に値すると考えられる 21。 
   
 
２．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（提言） 

 

 以上のように、株主総会プロセスにおけるインターネットの利用には、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ける可能性があ

る。我が国のインターネット利用者は既に 1 億人を突破している。また、インター

ネットの利用率は約 8 割（13~59 歳では 9 割以上、60 代前半では 8 割、60 代後半

では 7 割）に達しており、60 歳以上の利用も増加傾向にある 22。このように一般

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きれば、企業と株

主・投資家との対話の一層の充実・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」の実現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、これらの効果が得られるような柔軟な対応ができ

ないか、検討されるべきである。 
 
 以上を踏まえ、本研究会は、企業と株主・投資家との対話の充実を図るための環

境整備の一環として、今後、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、  
 株主にとって有用な情報へのリンクや動画提供等の工夫を通じた情報提供

の充実 

 株主の議案検討期間の拡大  

 多数の個人株主とのコミュニケーションの充実 

が図られるよう、企業による利用が限定的となってしまっている現行制度を見直

し、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。 

                                                   
20 株主によって情報の閲覧方法は異なりうること、また、インターネット上に情報があればそれを印

刷することにより紙媒体で取得することができることも考慮に値する。 
21 2015 年 12 月に実施した経団連参加企業 41 社に対するアンケート調査結果によると、回答企業 28
社のうち 8 社が招集通知の印刷・封入等の費用が 1 億円以上と回答している。また、招集通知関連

書類をインターネット経由で提供することに伴う追加費用も発生しうるため、その削減効果そのも

のは限定的ではないかとの見方も提示されている。この追加費用としては、書面請求や email 通知

登録に係る管理コストや配当通知の別送コスト等が挙げられている（「招集通知の印刷封入日数・費

用等に関するアンケート」）。 
22 総務省「平成 26 年通信利用動向調査」 



 

28 
 

 
 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図る方向で柔軟に見直していくこと 

 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 

 
 また、この「新たな電子提供制度」の骨格としては、諸外国の取組みが参考にな

ると考えられる。各国（米国・カナダ・英国）で近年導入された電子提供を軸とし

た制度の共通点としては、以下が挙げられる。 
① 株主総会前に提供すべきと制度上要請された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 企業が当該制度を利用する上で、株主からの個別承諾は要さないこと 

④ 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ことで書面送付はしない等）23。上記

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。 
 
我が国において、対話促進の観点から招集通知関連書類の電子提供を促進・拡大

していくにあたり、今後、以上のような要素を参考にしながら、我が国の株主総会

を取り巻く制度環境や実態、企業実務の観点も踏まえ、「新たな電子提供制度」の

具体的な制度設計が行われることを期待したい。 
 

Ⅳ 「新たな電子提供制度」の具体的な制度設計に向けて 

 

１．「新たな電子提供制度」の具体的な制度設計の在り方 

 
 本研究会は、上記提言の内容を踏まえ、「新たな電子提供制度」の具体的な制度

設計についても検討を行った。その際、本制度の趣旨が株主との対話促進にあるこ

と、また、多数かつ多様な株主構成を有するからこそ充実した情報を適切なタイミ

ングで提供するにあたってインターネットの利用効果が高いことから、主に上場会

社に利用されることを念頭に議論を行ったところである。 
 また、本研究会においては、具体的な制度設計の内容について、制度の利用手続

                                                   
23 ドイツでは、定款の定めにより、招集通知を含め全ての情報を電磁的に提供することができる。 
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や株主から書面請求への対応のあり方を中心として、法改正が行われることも前提

とする様々な考え方が議論された。以下は、主な論点ごとに議論を整理したもので

あるが、それぞれの案は相互に関連し、例えば、総会決議を経た上で「新たな電子

提供制度」を利用することができるのであれば書面請求権の排除を可能としてもよ

いとの意見や、取締役会決議を経るだけで利用することができるのであれば書面請

求権の排除については慎重に考えるべきであるなどの意見が出され、議論が行われ

た。 
これらの考え方をたたき台として、今後、「新たな電子提供制度」の具体化に向

けた議論がなされることを期待する。 
 
（１）書面提供・電子提供とする情報の範囲 

 

「新たな電子提供制度」の前提として、法令上株主総会前に提供すべきと規定さ

れた情報が、書面提供の対象か電子提供の対象かに関わらず、全てインターネット

上に開示されていることが求められる。また、株主の利便性を考慮すれば、これら

の情報はまとまったかたちで開示されていることが望ましい。 
 

（原則書面提供とする情報の範囲） 

その上で、以下の情報については、株主に提供する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、書面により通知することとするのが適当である

（すなわち、以下に掲げる情報であっても、株主からの個別承諾があれば、電磁的

な方法により提供することはできる）。 

① 株主総会の基本的情報 

② 法令上、株主総会前に提供すべきと規定された情報が掲載された Web サイト

のアドレス 

「株主総会の基本的情報」については、株主の利便性やインターネットにアクセ

スして関係書類を参照しようとする動機付けという観点から、総会日時・場所、議

決権行使手続きに関する情報、議題など、現行制度上の「狭義の招集通知」に相当

する情報を対象とすることが合理的である。また、「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重要情報であり、書面通知の対象と

するのが適当である。 
 
これに加え、以下についても、当分の間は、株主からの個別承諾を得ない限り、

書面により通知することとするのが望ましい。 

③ 議決権行使書面 

「議決権行使書面」は、株主による権利行使のための手段の一つであるとともに、

我が国では書面投票制度が定着しており、議決権行使書面が株主総会への出席カー

ドとしての役割を担っているという現状もある。株主の利便性や議決権行使率を確
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保するという観点からは、米国のような議決権行使プラットフォーム 24の利用が浸

透していない現時点では、当分の間、議決権行使書面を原則書面提供と扱うのが望

ましい。 
 

（個別承諾なしに電子提供できる情報の範囲） 

上記を除く情報（現行制度上の株主総会参考書類、事業報告、計算書類・連結計

算書類、会計監査報告・監査報告に相当する情報）については全て、株主の個別承

諾がなくともインターネット経由で提供できることとするのが適当である。すなわ

ち、これらの情報に関しては、企業側が電子提供とするか書面提供とするかを柔軟

に選べるようにすることが適当である。 
 
なお、株主の個別承諾なしに電子提供できる情報の範囲に関しては、例えば定款

変更という重い手続を経るのであれば、全ての情報を電子提供することも含め、電

子提供とする情報の範囲を企業が選べるようにし、原則書面による通知の範囲を法

令上定めないこととしてはどうかとの意見があった。また、中長期的には、全ての

情報を個別承諾なしに電子提供できるようにすることを視野に、見直し規定を設け

るべきとの意見もあった。いずれの意見も、インターネット環境の変化に応じてス

ムーズに対応できるような工夫が必要という問題意識が背景にある。 
 
さらに、上記提案は、現行法上、株主総会前に提供することが要請されている情

報を前提としたものであるが、電子提供が主流となった場合は今よりもタイムリー

かつ低コストで情報提供することが可能になることを踏まえ、そもそも株主総会前

に提供すべき情報の範囲について、株主の議案検討に資する有用な情報は何なのか

を含め、改めて検討を行う必要があるのではないかとの意見もあった。 
 

（２）「新たな電子提供制度」の利用手続き 

 

 招集通知等の情報提供についてどこまで電子化を進めるべきかの判断は各上場

会社の株主構成等によっても異なりうる。株主の中にも書面を欲する株主もいれ

ば、ＩＴ化が進む中で書面が送付されることにストレスを感じる株主も増えている

との指摘もある。このため、「新たな電子提供制度」を利用するのか、従来どおり

書面により提供するのかについては、各上場会社が置かれている状況に応じて選択

できるようにするのが適当である。 
 
 この制度利用を選択する手続きに関して、本研究会では、次の２つの案が示され

た。 

                                                   
24 米国やフランスにおいては、議決権行使サイト等から株主総会の出席カードを入手することが可能

となっている。 
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【Ａ案】株主意思確認手続き（総会決議）を経た上で、「新たな電子提供制度」

を利用できるようにする。 

【Ｂ案】企業内部の意思決定により、「新たな電子提供制度」を利用できるよう

にする。 

 
 【Ａ案】は、電子提供に関する個別の事前承諾の代わりに、株主意思確認手続き

（総会決議）を経るという案である。この背景には、手続の透明性確保の観点から、

また、株主との関係性といった実態面も考慮すると、総会決議を経ることで株主の

了解を得ておく方が望ましいという考えがある。 
 なお、総会決議としては、定款変更を支持する意見と、特別決議を要する定款変

更ではなく普通決議で対応できる方が良いとする意見に分かれた。前者に関して

は、現行の会社法上、定款により各企業が電子公告制度や Web 開示によるみなし

提供制度の採用を選択できるのと同様に、「新たな電子提供制度」を利用できるよ

うにする方がわかりやすいとの指摘があった。 
 

【Ｂ案】は、米国やカナダのように、取締役会決議など、会社内部の意思決定に

基づき「新たな電子提供制度」を利用するという案である。この背景には、株主に

提供すべき対象は情報であり、書面提供とするか、電子提供とするかといった情報

提供手段の選択については、制度上、差を設けるべきではないという考えがある。

すなわち、書面提供の場合と同様に、電子提供の場合も、株主の個別承諾や株主意

思確認手続き（総会決議）は不要という考えであるが、インターネットが相当程度

普及している中で定款変更という重い手続きを経ることが本当に必要なのか、定款

変更手続きを求めるのはあくまで書面提供を原則とした考え方に基づくものであ

り、これまでの対面・書面原則を転換し、「原則ＩＴ」をルール化するとの政府方

針にそぐわないのではないか、との指摘もあった。 
 
なお、英国で導入されている「みなし同意」手続き（電子提供に関して同意を求

める通知を株主に郵送し、一定期間内に回答がなかった場合は電子提供に同意した

とみなす制度）に関しては、事務手続きがかえって煩雑になり、実務として利用し

がたいとの見解が示された。 
 

（３）株主からの書面請求への対応 

 

このように「新たな電子提供制度」の下では、必要最低限の情報を除き、原則イ

ンターネット経由で提供することとなるが、いわゆるデジタルデバイドが懸念され

る一部の個人株主等との関係も含め、これらの情報を引き続き書面で欲しいという

株主への対応が論点となる。 
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これに関し、本研究会では、大きくわけると、次の２つの案が提示された。 
【Ａ案】法令上は株主からの書面請求への対応を求めないが、企業が内部で取扱

いを定めた上で対応することとする。 
【Ｂ案】法令上、株主からの書面請求への対応を求めるが、企業実務への影響等

に配慮した内容とする。 
 

（書面請求への対応を法令上は求めず、企業の自主的対応に委ねる場合） 

まず、【Ａ案】の考え方としては、2 通りの指摘があった。 
第 1 としては、書面であれインターネット経由であれ、株主に何らかの情報を提

供することで議決権行使の機会は与えられているのだから、特段書面請求への対応

を法令上規定せずとも良いとの考え方である。 
第 2 としては、株主意思確認手続き（定款変更等）を経て「新たな電子提供制度」

を導入するのであれば、株主からの賛意を得る手続を踏むこととなるため、書面請

求への対応を法令上規定せず、企業が内部で取扱いを定めた上で対応すれば良いと

の考え方である 25 26。 
 
次に、株主からの書面請求について、企業が内部で取扱いを定めた上で対応をす

ることについては、そもそも企業には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あることを踏まえると、企業に対応を委ねたとしても問題は

ないのではないかとの意見が提示された。実際、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％））の実務担当者が「高齢者などのデジタルデバイド問題」を

指摘するなど、株主との関係性を課題と捉える企業は多い 27。また、企業により株

                                                   
25 本研究会では、現行の会社法及び関係法務省令上、例えば、定款の定めにより招集通知関連書類の

一部をWeb開示によりみなし提供する場合や募集株式の発行の際に募集事項の通知を電子公告によ

る公告で代替する場合において、株主に書面請求権は認められていないとの指摘があった。他方、

Web 開示によるみなし提供制度はその対象事項が限定されている等の条件が別途存在すること、ま

た、現行の会社法及び関係法務省令上、そもそも書面性が要求されていない募集事項の通知と取締

役会設置会社においては原則書面性が要求されている招集通知及び関連書類とでは位置づけが異な

ること等を理由として、これらの制度の存在を理由に「新たな電子提供制度」の下での書面請求権

の是非を議論することは適切ではないとの見方もある。なお、現行の会社法本体の文言上は、招集

通知本体及び株主総会参考書類と、事業報告、計算書類・連結計算書類、会計監査報告・監査報告

とでは、書面性が求められている程度について差異があるのではないかとの指摘もあった。 
26 本研究会では、ドイツにおいては、①招集通知本体については、定款により電磁的方法による提供

と定めた場合は書面請求に応じる義務はなく、②招集通知本体以外の関連書類については、定款の

定めがなくとも、インターネット上で提供されているのであれば書面請求に応じる義務はないとの

紹介があった。また、米国・カナダの Notice & Access 制度は、株主意思確認手続きを経ずに導入

するものだからこそ書面請求への対応が義務づけられているのであって、株主意思確認手続きを経

て「新たな電子提供制度」を導入するのであれば、書面請求への対応を法令上規定しないと整理す

ることも可能ではないかとの指摘もあった。ただし、我が国の株主総会を取り巻く制度環境は諸外

国と異なるため、一概には比較できないのではないかとの指摘もある。 
27 経済産業省・東京株式懇話会「招集通知の Web 開示等に関するアンケート調査」（2015（平成 27）
年 11 月実施） 
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主構成等も異なるので、企業の判断に委ねた方がより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と見解もみられた。 
より具体的な対応としては、株主の買増請求への対応と同様に、書面請求への対

応を各社が株式取扱規定で定めることを推奨することで、具体的な内容を実務に委

ねるとの案や、コーポレートガバナンス・コードにより対応を促してはどうかとの

案が提示された。 
 

（書面請求への対応を法令上求めた場合の企業実務への影響） 

また、企業実務の観点からは、書面請求への対応を法令上規定した場合、企業に

よる「新たな電子提供制度」の利用が進まず、結果としてインターネット利用によ

る対話促進効果が得られなくなるのではないかとの指摘があった。実際、「新たな

電子提供制度」に関して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％）と最も多かったとこ

ろである 28。もし法令上書面請求への対応が求められると、例えば書面請求権を行

使した株主に万が一総会関係書類が到達していないという事態が生じた場合に総

会決議取消のリスクとなるおそれがあること等を理由として、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こととなるため、費用対効果の観点から、

これまでどおり書面を一括送付することを選択することとなる可能性もある。電子

提供を行う方が対話の充実等の面で株主全体にとって好ましいという場合におい

て、書面請求への対応を法令上定めるといった堅い制度設計にしてしまうと、結果

として株主への過剰な保証となり、電子化による効用を減殺しかねないのではない

か。本研究会では、そのような懸念が企業側から数多く提示された。 
なお、米国・カナダ・英国をみると、書面請求権は排除されていない一方で、電

子提供を軸とする制度（Notice & Access 制度等）の利用企業は増加している。日

本でも同様に、書面請求権を法令上位置づけたとしても制度の利用は進むのではな

いかとの指摘もあったが、これに対しては、そもそも我が国では個人株主のほぼ全

てが名義株主として存在しており、我が国の株主総会を取り巻く制度環境（例えば

定足数要件や株主提案権の範囲等）も異なるため株主総会への株主の参加傾向や企

業実務の対応にも差異があると考えられ、一概には比較できないのではないかとの

見方も示された。 
 

（書面請求への対応を法令上求めるが、企業実務に配慮した内容とする場合） 

一方で、【Ｂ案】は、法令上、株主からの書面請求への対応を求めるという案で

ある。この背景には、いわゆるデジタルデバイドの株主や書面により情報を欲しい

という株主の利便性にも配慮すべきとの考えがある。また、全ての上場会社が株主

からの書面請求に自主的に対応するとは限らない以上、株主からの理解が得られる

                                                   
28 経済産業省・東京株式懇話会「招集通知の Web 開示等に関するアンケート調査」（2015（平成 27）
年 11 月実施） 
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までの間は、激変緩和という観点から、少なくとも現時点では書面請求権を法令上

手当てしておくべきとの考えもある。 
紙媒体の書類ならではの利便性という点では、インターネットにアクセスする手

間を省けること、情報の一覧性という点で優れている面もあることなどが挙げられ

るところ、対話促進の観点からは、紙媒体と電子媒体の双方の利点が活かされるよ

う手当てするのが望ましいとの見方も示された。 
 
ただし、書面請求を法令上求める場合であっても、上記のような企業実務への影

響等に配慮した内容とすべきという意見もある。具体的には、 
① 一定の場合には書面請求への対応の不備が総会決議の取消事由とならないこと

とする 

② 書面請求の期限を株主総会の一定期間前とする 

③ 書面請求権を定款により排除することができることとする 

④ 書面請求権を時限的なものとする（経過措置を設けることとする等） 

⑤ 書面請求の対象を、例えば現行法上の株主総会参考書類の範囲に限定し、あと

は企業の対応に委ねることとする 

などの案が提示された。 
なお、総会決議取消リスクとの関係については、仮に書面請求への対応の不備が

あったとしても、通常は現行制度上の裁量棄却に該当すると解釈できるのではない

かとの考えも示された。 
 

２．制度設計に際しての留意点 

 
以上のように、論点ごとにみると、多様な制度設計上の選択肢が提示されてはい

るが、先に述べたように、それぞれの選択肢は相互に関連するものである。また、

本研究会の議論で共通していたのは、今後、インターネット利用は更に普及してい

くことが見込まれることから、今後の環境変化に応じて電子提供を行う範囲や手続

きを柔軟に変えていけるよう、企業に選択肢を与える方向で制度を整備していくこ

とが重要であるという点である。具体的には、1)総会決議を経た上で、企業が柔軟

に電子提供する情報の範囲や書面請求への対応を選択できる制度設計とすべきと

の提案や、2)「新たな電子提供制度」を利用するオプションとして総会決議型（書

面請求権なし）と取締役会決議型（書面請求権あり）の２つを手当てし、企業の実

情に応じて選べるようにしてはどうかとの提案もあったところである。 
 

この他、制度設計に際しての留意点としては、以下が挙げられる。 
 

（企業実務の観点から利用しやすい制度設計に） 

「新たな電子提供制度」の具体化に当たっては、制度変更により生じうる不利益
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があればそれに適切に対処しつつも、当該制度を利用しやすい内容とすることで、

上場会社が一層の対話充実に取り組めるようにすることが重要である。企業におけ

る事務手続きの煩雑さやコスト増を招くような制度では、「新たな電子提供制度」

の利用を通じた対話の一層の充実が図られないことになり得る点については留意

すべきである。 
 

（書面により提供すべき情報の範囲は必要最低限に） 

「新たな電子提供制度」の設計上は、書面により提供すべきとする情報の範囲を

必要最低限のものに限定することが重要である。法令上、書面提供すべき情報の範

囲が広がるほど、印刷・封入等の作業時間がかかることに加え、費用節減効果も得

がたくなる。この費用節減効果は、「新たな電子提供制度」を利用して情報提供の

充実等に取り組むインセンティブとなりうるものとして留意すべきである。 
 

（情報開示の準備や監査の期間なども勘案した招集通知期間） 

また、現行制度上 2 週間前と規定されている招集通知期間につき、「新たな電子

提供制度」の下でどのように設定するかについては、株主による議案検討期間の確

保だけではなく、情報開示の準備や監査の期間の確保、総会前に提供される情報の

充実、企業による柔軟な対応可能性という観点からも、十分考慮することが期待さ

れる。 
なお、本研究会では、株主提案の期限が総会日の 8 週間前とされているため、株

主提案権が多数行使される企業などにおいては招集通知発出から株主総会までの

期間を確保する上での制約になっているとの指摘があった。 
 
（インターネット利用の更なる拡大を見据えた議論） 

  制度設計に際しては、時間軸を見据えた検討も併せて必要である。招集通知等の

情報提供の電子化の議論に際しては、株主に占める高齢層の比率が高く、インター

ネット利用になじまないのではないかとの懸念がよく聞かれる。しかし、高齢層の

インターネット利用率は、5 年前に比べ、60 代では約 10％ポイント、70 代では

17％ポイントと大きく拡大している状況にある 29。こうした状況も見据えつつ、「新

たな電子提供制度」の具体化に向けた検討も進められる必要がある。 
 
 
 

 

 

                                                   
29 2014 年のインターネット利用率は、5 年前の 2009 年に比べ、60 代前半で 71.6％から 80.2％に、

60 代後半で 58.0％から 69.8％に、70 代で 32.9％から 50.2％に、それぞれ拡大している（総務省「通

信利用動向調査」）。 
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Ⅴ 関係者及び対話支援産業への期待 

１．対話促進に向けた関係者の取組み 

（株主・投資家等への周知・理解促進） 

  本研究会が提言する「新たな電子提供制度」は、企業と株主・投資家との対話の

充実を図ることを目的としたものであるが、その目的や利点が、株主・投資家等に

広く理解されることが求められる。すなわち、書面提供から電子提供に移行するこ

とで、多数の株主に対し、タイムリーかつ低コストで、環境負荷も軽減しながら、

例えば任意開示情報との組み合わせ等により充実した情報提供が可能となり、対話

の充実が図られることが、広く理解される必要がある。 

さもなければ、招集通知等が書面で届くことに慣れた株主・投資家からみれば、

「新たな電子提供制度」によって、必要最低限の情報しか書面で届かず、詳細情報

はインターネットにアクセスしないと見られないという状況に直面することとな

るところ、その状況だけをみれば、インターネットにアクセスするという手間が増

える分、不都合と感じる株主も少なからずいるだろう。株主が感じる不利益を最低

化しつつ、新たな電子提供制度を通じた企業と株主との対話の充実が図られるよ

う、企業や関係者による周知活動が今後必要になると考えられる。 

 

（議決権の電子行使や総会日程の適切な設定等） 

また、「新たな電子提供制度」の整備は、企業と株主・投資家との対話の充実を

図る上での一手段に過ぎない。本研究会においても、招集通知等の電子提供に加え、

議決権の電子行使や総会日程の適切な設定等に関して議論を行ってきており、今後

期待される取組等について別途報告書としてまとめているところであるが、この内

容も踏まえ、情報開示の充実と総会議案の検討や対話期間の確保が図られるよう、

関係者において、関連する取組みが併せて進められることが求められる。 
 
２．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、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も高まり、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、より利便性の高い情報プラットフォームの構築などの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 
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第二章 議決権行使プロセス全体の電子化の促進 
 
01 「対話研報告書」においては、次のとおり、議決権行使の電子化の促進に係る提

言がなされている。 
 

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）30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。 
 
02 本報告書の方向性も踏まえ、平成 27 年６月に改訂された「『日本再興戦略』改訂

2015」では、企業と投資家が建設的な対話を行うための施策の１つとして、「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。」とされている。 
 
03 さらに、「コーポレートガバナンス・コード」補充原則１－２④では、「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。」とされており、また、「有価証券上場規

程施行規則」においても、議決権行使の電子化の促進が推奨されている。31 
 
04 これらを前提として、本研究会では、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について議論を行った。具体的には、内外の機関

投資家による議決権行使の仕組みを把握するとともに、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について確認した。その上で、日

本の議決権行使インフラの１つである「議決権電子行使プラットフォーム」の利

用効果や課題について整理し、これを活用しやすくするための具体策について議

論を行った。 
                                                   
30 本報告書において、「議決権電子行使プラットフォーム」という場合は、株式会社 ICJ（東京証券取

引所及び Broadridge の合弁会社）が運用しているプラットフォームを指す。本報告書の策定時にお

いて、最終的に機関投資家の議決権行使結果を集計する株主名簿管理人のシステムと接続可能なプ

ラットフォームは、ICJ が運用するプラットフォームのみである。よって、本報告書では、ICJ が

運営するプラットフォームを中心に効用・課題等を述べることとする。 
31 有価証券上場規程施行規則第 437 条（議決権行使を用意するための環境整備の取扱い）参照。 
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１．機関投資家における議決権行使の仕組み 
 
1-1 国内機関投資家における議決権行使の基本的な流れ 

01 機関投資家による議決権行使に際しては、資産の所有者・拠出者としての個人・

アセットオーナー、当該資産の売買等を管理する管理信託銀行（名義株主）、当

該資金を運用するアセットマネージャーといった、様々な主体が関与している。 
 
02 国内機関投資家における議決権行使の基本的な流れは次のとおりであり、一般的

に、名義株主である管理信託銀行を介して議決権を行使している。具体的な流れ

は以下のとおりである 32。 
 

①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。 
②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。 
③ 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。 
 

図表 15 国内機関投資家における議決権行使の基本的な流れ 

 
 
  

                                                   
32 保険会社や金融機関など、アセットオーナー又はアセットマネージャー自らが名義株主として議決

権行使を行う場合もあるが、ここでは、アセットオーナー、アセットマネージャー、名義株主が異

なる主体であるケースについて整理している。 
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1-2 海外機関投資家における議決権行使の基本的な流れ 

03 海外機関投資家における議決権行使の基本的な流れは次のとおりであり、国内機

関投資家との主な違いは、名義株主であるグローバルカストディアン（銀行等）

が議決権行使事務を代行業者にアウトソーシングしていることや日本国内の常

任代理人を介して議決権を行使している点である。具体的な流れは以下のとおり

である。33 
 

①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。 
②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。 
③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。 
④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

を議決権行使書に記入し、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。 
 
図表 16 海外機関投資家における議決権行使の基本的な流れ 

 
 

                                                   
33 脚注 13 と同じ。 
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1-3 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 

04 日本における議決権の電子行使率 34について議決権個数ベースでみると、機関投

資家・個人株主あわせて 10.9％となっている。機関投資家向けの議決権電子行使

プラットフォーム経由の行使率をみても、全体の約 9.4％でしかない。 
 
05 一方で、諸外国における議決権行使の電子行使率について機関投資家の状況をみ

ると、米国では 98％、英国では９割以上、ドイツでは７割以上となっている。

特に米国では Broadridge 社等が提供する電子的プラットフォームの利用率が高

く、これがデファクトスタンダードになっているといえる。（詳細は第四章を参

照） 
 

２．議決権電子行使プラットフォームの利用効果 
 
01 日本では、総じて議決権の電子行使率が低調であるが、議決権行使の電子化は、

郵送や集計等に要する時間を短縮できるなど、実質３日等と言われている機関投

資家による議案の検討期間を拡大する上で有用であると考えられるところ、日本

の議決権行使インフラの１つである「議決権電子行使プラットフォーム」の利用

効果としては、主に、以下の点が挙げられる。以下、これらの詳細について説明

する。 
 

①議案の検討期間の拡大【機関投資家】 
②議決権行使結果の早期把握と対話の充実【参加企業・機関投資家】 
③議決権行使の再指図が容易（期限内であれば何度も再指図が可能）【参加企

業・機関投資家】 
 
2-1 議案の検討期間の拡大 

2-1-1 国内機関投資家の議案検討期間 
02 現状、国内機関投資家は、議決権電子行使プラットフォームに参加していない銘

柄（以下「PF 非参加銘柄」という。）に対する議決権行使の場合（又は国内機

関投資家が同プラットフォームを利用しない場合）、招集通知を郵送により入手

した後、エクセルシートに指図内容を直接入力し、当該ファイルを管理信託銀行

に株主総会日の５営業日前までに送付しなければならないため、実質的な議案検

討期間は非常に限られた期間（３～４営業日 35）となっている。具体的なフロー・

                                                   
34 日本の議決権の電子行使率は、全国株懇連合会「株主総会等に関する実態調査集計表」（平成 27 年

10 月）の調査結果（プラットフォームを経由した議決権行使比率）を基に、加重平均により試算し

たもの。 
35 招集通知の発送期限が、法定期限である株主総会日の２週間前のケース。上場会社における招集通

知の発送状況、早期（発送前）web 開示状況は第一章、総会日の集中に係る議案検討期間について
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議案検討期間の計算方法は以下のとおりである。 
 

①招集通知の発送が法定期限である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(平成 27 年）。 
②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（ⅰ）。（遅くとも

総会の８営業日前まで） 
③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

（ⅱ）、株主名簿管理人の行使結果集計等に３営業日程度（ⅲ）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（ⅱ＋ⅲ）。 
④よって、議案検討期間は「11 営業日－７～８営業日（ⅰ+ⅱ＋ⅲ）＝実質３

～４営業日」となる。 
 
図表 17 国内機関投資家の議案検討期間（電子 PF 未利用の場合） 

 
 
03 一方、国内機関投資家が議決権電子行使プラットフォームを利用すると、議決権

電子行使プラットフォームに参加している銘柄（以下「PF 参加銘柄」という。）

に対しては、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ため、

議案検討期間は 10～11 営業日に拡大する。具体的なフロー・議案検討期間の計

算方法は以下のとおりである。 
 

①招集通知の発送が法定期限である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(平成 27年）。 
②発行企業は招集通知を発送日の２営業日前に議決権電子行使プラットフォー

ムに登録（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。 

                                                                                                                                                               
は第三章等を参照のこと。 
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③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）。 
④よって、議案検討期間は実質 10～11 営業日となる。 

 
図表 18 国内機関投資家の議案検討期間（電子 PF 利用の場合） 

 
 
2-1-2 海外機関投資家の議案検討期間 
04 海外機関投資家については、PF 非参加銘柄に対する議決権行使の場合、翻訳さ

れた議案情報等を入手した後、指図内容を常任代理人に株主総会日の６～８営業

日前までに送付 36しなければならないため、実質的な議案検討期間は非常に限ら

れた期間（１～３営業日 35）となっている。具体的なフロー・議案検討期間の計

算方法は以下のとおりである。 
 

①招集通知の発送が法定期限である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(平成 27 年）。 
②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（ⅰ）。 
③議決権行使代行の指図集計に１営業日程度（ⅱ）、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（ⅲ）、株主名簿管理人

の行使結果集計作業等に３営業日程度（ⅳ）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（ⅱ＋ⅲ＋ⅳ）。 
④よって、議案検討期間は「11 営業日－８～10 営業日（ⅰ+ⅱ＋ⅲ＋ⅳ）＝実

質１～３営業日」となる。 

                                                   
36 海外は電子行使がデファクトスタンダードとなっているため、海外機関投資家自身は、通常、電子

PF 上で指図することとなるが、PF 非参加銘柄については、常任代理人に電子 PF 経由で指図内容

が伝達された後、常任代理人が賛否を議決権行使書（紙）に記入し、株主名簿管理人に郵送してい

る。 
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図表 19 海外機関投資家の議案検討期間（電子 PF 未利用の場合） 

 
 
05 一方、海外機関投資家が議決権電子行使プラットフォームを利用すると、PF 参

加銘柄に対しては、国内機関投資家と同様に、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ため、議案検討期間は 10～11 営業日に拡大する。具

体的なフロー・議案検討期間の計算方法は以下のとおりである。 
 

①招集通知の発送が法定期限である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(平成 27年）。 

②発行企業は招集通知を発送日の２営業日前に議決権電子行使プラットフォー

ムに登録（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。 
③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）。 
④よって、議案検討期間は実質 10～11 営業日となる。 
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図表 20 海外機関投資家の議案検討期間（電子 PF 利用の場合） 

 
 
06 なお、一般に、海外機関投資家は、海外の電子プラットフォーム（Broadridge、

ISS、Glass Lewis 等が提供するもの）経由で議決権の指図を行っているため、

海外機関投資家自身の指図フローに二重化は生じていない 37。すなわち、PF 参

加銘柄／非参加銘柄の違いによって、議案の到達タイミングや指図締切日が異な

ることとなるが 38、いずれの銘柄についても電子プラットフォーム上で指図を行

っており、かつ、当該電子プラットフォームは、日本の議決権電子行使プラット

フォームとつながっている。従って、上場会社が新規に議決権電子行使プラット

フォームに参加すれば、海外機関投資家における当該上場会社に係る議案検討期

間は自動的に延びることとなる。 
 
2-1-3 総括 
07 以上を総括すると、PF 参加銘柄に対する議決権行使において、機関投資家が電

子プラットフォームを利用していれば、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

が可能となる。これにより、内外の機関投資家の議案検討期間は、PF 非参加銘

柄に対する議決権行使の場合と比べ、国内機関投資家は＋６～８営業日程度、海

外機関投資家は＋７～10 営業日程度拡大することが見込まれる。 
 
  

                                                   
37 Broadridge が提供するシステム上の処理により、①PF 参加銘柄の場合は同プラットフォーム経由、

②PF 非参加銘柄の場合は常任代理人経由というように、指図の経路が振り分けられるため、海外機

関投資家自身に事務の二重化は生じていない。 
38 ①到達タイミング：PF 参加銘柄は発送日当日、PF 非参加銘柄は発送日の２～３営業日後、②指図

締切日：PF 参加銘柄は総会日の前日まで、PF 非参加銘柄は総会の６～８営業日前まで。 
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図表 21 プラットフォームによる議案検討期間の拡大（イメージ） 

 
 
2-2 議決権行使結果の早期把握と対話の充実 

08 上場会社は、議決権電子行使プラットフォームに参加すると、総会直前にしか分

からなかった機関投資家票を日々タイムリーに把握できるようになる。これによ

り、行使結果の状況に応じて、総会開催日前日まで、機関投資家に対し、追加情

報の発信や議案への理解を求める働きかけが容易になり、対話の充実・質の向上

を図ることが可能となる。 
 
図表 22 議決権行使結果の早期把握 
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2-3 議決権行使の再指図が容易（期限内であれば何度も再指図が可能） 

09 機関投資家は、議決権電子行使プラットフォームの利用により、行使期限内であ

れば、何度でも議決権行使の再指図が可能になるため、例えば、反対票を投じた

後に得られた追加情報等を踏まえ、賛成票に変更することが容易になる。また、

同プラットフォーム参加企業においては、機関投資家に対して議案への理解を求

める働きかけを行うことで、一度行使された反対票を賛成票に変更することを促

すことがやりやすくなる。 
 
図表 23 追加情報を発信した議案の事例 

 

 
３．議決権電子行使プラットフォームの利用拡大に向けた課題 
 
01 このように、議決権電子行使プラットフォームの利用は機関投資家にとっても、

参加企業にとっても有益である。このため、コーポレートガバナンス・コードの

要請も受け、議決権電子行使プラットフォームに参加する上場会社の数は大きく

拡大傾向にある。 
 
02 これにより、海外の電子プラットフォーム（Broadridge、ISS、Glass Lewis 等

が提供するもの）を利用している海外機関投資家の議案検討期間は、2 週間程度

（7～10 営業日程度）拡大することとなる。すなわち、現状では、議決権電子行
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使プラットフォームに参加している海外機関投資家は5,000社以上となっている

ところ、上場会社による PF 参加は、これらの海外機関投資家における議案検討

期間の大幅な拡大に寄与するものとして評価される 39。 
 
図表 24 議決権電子行使プラットフォーム（ICJ）参加会社数の推移 

 
 

03 一方で、先に述べたように、日本における実際の電子行使率は諸外国と比べると

著しく低い状況である。議決権電子行使プラットフォームの利用率向上に向けた

主な課題としては、以下が挙げられる。 
 

① 上場会社の参加不足及び機関投資家の指図フローの二重化により事務負担

が増大するおそれがあること 
② プラットフォーム間のシステム連携がなされていないこと 
③ 国内機関投資家によるプラットフォーム利用手続が煩雑であること 

 
04 また、本研究会では、個人株主も利用する電子投票システムの利便性の低さにつ

いても指摘があり、一括プラットフォームの必要性などが指摘されている。この

点については、第四章で後述する。 
                                                   
39 一般に、海外機関投資家は、日本株について海外の電子プラットフォーム（Broadridge、ISS、Glass 

Lewis 等が提供するもの）上で指図し、その後、システム上の処理により、①PF 参加銘柄の場合は

同 PF 経由、②PF 非参加銘柄の場合は常任代理人経由で株主名簿管理人に通知されるというように、

指図の経路が振り分けられるため、海外機関投資家自身に事務の二重化は生じていない。 
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3-1 上場会社の参加不足及び機関投資家の指図フローの二重化 

 
01 まず、上場会社が議決権行使プラットフォームに参加しない理由としては、コー

ポレートガバナンス報告書によれば、外国人株主や機関投資家の保有比率が著し

く低いため、（利用料を払ってまで）議決権行使プラットフォームに参加するメ

リットを感じられないという点が挙げられる。 
 
02 また、海外機関投資家とは違い、国内機関投資家の議決権電子行使プラットフォ

ームの利用は８社（全体 342 社）にとどまっている。この理由の１つとして、議

決権行使の指図フローが二重化するという問題がある。具体的には、国内機関投

資家が保有する銘柄に PF 非参加銘柄と PF 参加銘柄が混在する場合、①PF 非参

加銘柄にはエクセルシートによる管理信託銀行経由の指図をし、②PF 参加銘柄

には同プラットフォーム上で指図することとなるため、指図フローが二重化する

ところ、本研究会では、同プラットフォームへの参加企業が 564 社（平成 27 年

10 月末時点。全上場会社数は 3,469 社）という現状では、多くの国内機関投資

家は、当該二重化による事務の繁雑さが与える影響が大きいと考え、同プラット

フォームを利用していないのではないか、との指摘がなされた。40 
 
図表 25 ICJ プラットフォームへの発行会社の参加状況 

 

 （出所）第二回研究会における ICJ 提出資料を元に作成 

 
  

                                                   
40 ISS の助言サービスを利用している機関投資家が保有する ICJ 参加銘柄と ICJ 非参加銘柄の割合は

おおよそ「１：１」という調査結果が報告され、１：１の割合では機関投資家は従来の管理信託銀

行経由（excel）が優先される傾向にある、との指摘があった。 
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図表 26 指図フローの二重化（イメージ） 

 

 
03 これらの状況を解消するため、全て又は一定規模以上の上場会社が同プラットフ

ォームに参加するよう、上場規則等により義務付けるべきとの指摘や、上場会社

に対する利用料金 41を改善すべきとの指摘がなされた。一方で、前者の指摘に対

しては、既にコーポレートガバナンス・コードや有価証券上場規程施行規則等に

より議決権電子行使プラットフォームの活用が推奨されており、実際の参加社数

も増加傾向にあるため、まずは同プラットフォームの利用効果を周知することが

先決ではないか、との指摘がなされた。42 
 

【実質株主の開示】 
04 また、上場会社によるプラットフォームへの参加を促すには、そのインセンティ

ブとして、海外事例 43も参考にしつつ、希望する（否定しない）機関投資家につ

いては、その実質株主情報（投資家名等）を開示する仕組みを作った上で、それ

を議決権電子行使プラットフォーム参加企業にのみ開示するような仕組みとす

れば良いのではないか、との指摘がなされた。これに対し、海外機関投資家の実

質株主情報については、海外制度をそのまま日本株に当てはめることはできない

                                                   
41 上場会社が、議決権電子行使プラットフォーム（ICJ）に参加するにあたっては、上場時価総額の

規模別に ICJ に対する手数料が発生する。また、同プラットフォームは機関投資家向けであるため、

同プラットフォームの参加にあたっては、個人株主も電子投票できる環境にあることが前提である

と考えられている。個人株主向けの電子投票システムとして代表的なものは株主名簿管理人が運営

するものがあり、原則として、別途手数料がかかる。 
42 本研究会の議論も踏まえ、東京証券取引所から平成 28 年１月 29 日付けで上場会社代表者に対し、

議決権電子行使プラットフォームへの参加を促す文書が発出・公表されている。 

http://www.jpx.co.jp/equities/improvements/voting-platform/tvdivq0000005yw6-att/icj.pdf 
43 米国等では一定の条件の下、実質株主を明らかにする制度が存在する。後述のコラム参照 

http://www.jpx.co.jp/equities/improvements/voting-platform/tvdivq0000005yw6-att/icj.pdf
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ことに加え、国内機関投資家の実質株主情報については、任意に開示したい投資

家がいるのであれば構わないが、開示が強制的となるのであれば、①機関投資家

はむしろ同プラットフォームを利用しなくなる傾向が出ること、②機関投資家に

名義株主と同等の権利（株主提案権等）を付与することが前提であるべき、とい

った指摘がなされた。 
 
【議決権行使の事務プロセスの一本化】 
05 一方で、国内機関投資家によるプラットフォームの利用を促すには、海外機関投

資家と同様の仕組み、すなわち、国内機関投資家、管理信託銀行、ICJ、上場会

社（株主名簿管理人）間の議決権行使の事務プロセスが一本化（ワンストップ化

等）される仕組みの構築を検討すべきではないか、との指摘がなされた。当該仕

組みの構築コストについては留意する必要はあるものの、そのような仕組みが構

築されれば、国内機関投資家の指図フローの二重化問題を回避し得るため、プラ

ットフォーム利用について検討する余地も高まるものと考えられる。 
 
【議決権行使の確認機能－Vote Confirmation】 
06 なお、近年、特に海外においては、機関投資家において、自身が行使した指図が

実際に発行企業において集計されたかどうか確認すること（Vote Confirmation）
へのニーズが増加しており、日本株への指図においても、海外機関投資家から常

任代理人に確認依頼が来ることがあり、その場合は電話等で株主名簿管理人に都

度確認しているとの紹介があった。この点について、議決権電子行使プラットフ

ォームによる電子行使であれば、指図結果を通知した結果がログ等で残り、容易

に確認ができるところ、当該機能は、同プラットフォームのメリットの 1 つにな

りうるのではないか、との見解も示された。 
 
3-2 プラットフォーム間のシステム連携 

01 現状、日本において議決権行使に関する電子プラットフォームを提供している会

社には、ICJ、ISS、Glass Lewis 等がある。それらのうち、最終的に行使結果を

集計する上場会社（株主名簿管理人）のシステムと連携しているシステムは ICJ
のシステムのみである。他方、外資系を中心に ISS 等のプラットフォームを利用

している機関投資家も多いが、日本国内では、ISS 等のシステムは上場会社（株

主名簿管理人）のシステムと連携していない。ここで、ICJ と ISS 等のプラット

フォーム間のシステム連携が問題となってくる。 
 
02 すなわち、日本国内における議決権の行使については、ICJ のシステムと ISS 等

のシステムが連携されていないため、国内に在住する機関投資家が ISS 等のプラ

ットフォームを利用して議決権を行使した場合、ISS 等は議決権行使指図書

（Excel）を別途作成し、総会日の５営業日前までに管理信託銀行に送付する必
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要がある（厳密には ISS 等が作成した議決権行使指図書を国内機関投資家が管理

信託銀行に送信している）。すなわち、本来は総会前日まで行使が可能である

PF 参加企業の銘柄について、電子行使のメリットを享受できない環境にあると

いえる。 
 
図表 27 ISS 等プラットフォーム経由の議決権行使の流れ（イメージ） 

 

             
 
03 この状況に関して、本研究会では、日本国内においても、ICJ のシステムと少な

くとも ISS のシステム同士の“技術的”な連携自体は大きな障害は無い旨が確認

されたところ、名義株主である管理信託銀行や委託者であるアセットオーナーの

同意（後述 3-3 を参照）が必要ではないか、との指摘がなされた。現在、本研究

会の議論を受け、これらの点の解決に向けて、まずは ICJ と ISS 間において議

論が開始されている。 
 
04 なお、海外から日本株への議決権行使については、ICJ のシステムと ISS 等のシ

ステムが連携されているため、ISS 等のプラットフォームを利用する海外機関投

資家は、上場会社に指図が届くまでのプロセス全体が実質的に電子的に処理され

ており、電子行使による議案検討期間拡大等のメリットを享受できる環境にある。

（図表 27 参照） 
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3-3 国内機関投資家によるプラットフォームの利用手続 

01 国内機関投資家の利用を促進するためには、上記で述べられた課題の解決に加え、

議決権電子行使プラットフォームの利用手続を円滑にするための環境整備が必

要である。 
 
02 現状、国内機関投資家が議決権電子行使プラットフォームを利用する場合、ICJ、

機関投資家（アセットマネージャー等）、管理信託銀行、信託銀行、アセットオ

ーナー等の関係者間において、さまざまな契約・協定書等が締結されている。 
 
図表 28 議決権電子行使プラットフォームの契約関係 

 
 
03 そのうち、国内機関投資家（アセットマネージャー）とアセットオーナーとの投

資一任契約においては、第三者を経由した議決権行使の指図に関する取り決めが

明記されていないことが一般であるため、国内機関投資家が議決権電子行使プラ

ットフォームを利用しようとする際、当該利用に関し、アセットオーナーから事

前に同意を得る 44という実務が行われている。また、名義株主である管理信託銀

行は当該同意が取得されたことを確認している。45 
                                                   
44 プラットフォーム利用に係る三者間協定（信託銀行、管理信託銀行、機関投資家）において、アセ

ットオーナーへの同意が必要とされている。アセットオーナーは、プラットフォームの情報管理体

制や守秘義務について明確化を求める場合もあり、プラットフォームの利用について個別同意とす

るか事前の協定において網羅されるかを含めて、関係者の間で検討が求められる。 
45 なお、海外では、このような同意を改めて取るという実務は取られていない模様。（事務局によるヒ

アリング結果に基づく） 
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04 この点について、一部の国内機関投資家からは、数百もあるアセットオーナーに

当該同意を取得しなければいけないため、その手続が煩雑である旨の指摘がある

ことが紹介された。一方で、議決権電子行使プラットフォームの利用はあくまで

も事務プロセスの話であるため、管理信託銀行と国内機関投資家（アセットマネ

ージャー）間で対処すべき問題であり、アセットオーナーの同意自体が不要では

ないか、との指摘もあるなど、アセットオーナーとの関係におけるプラットフォ

ームの利用手続が、関係者の中で整理されているとは言いがたい状況にある。 
 
05 これに加え、国内機関投資家（アセットマネージャー）は、アセットオーナーに

議決権電子行使プラットフォームの利用効果等に係る説明をしていないのでは

ないか、それが故に多くのアセットオーナーは同プラットフォームの存在自体を

知らないのではないか、といったアセットオーナーに対する説明不足に関する指

摘がなされた。 
 
06 その点につき、本研究会では、実際のアセットオーナーの見解として、以下の指

摘があった。 
 「機関投資家からの要請があれば、基本的には議決権電子行使プラットフォ

ームの利用に同意する」というのが共通認識ではないか。 
 公的なアセットオーナーによるプラットフォーム利用に対する理解が進むな

ど実務として定着すれば、私的年金等も同調しやすいのではないか。 
 
４．今後期待される対応の方向性 
 
01 本研究会では、議決権電子行使プラットフォームの活用により、①議案の検討期

間が拡大すること、②議決権行使結果の早期把握と対話が充実し得ること、③議

決権行使の再指図が容易（期限内であれば何度も再指図が可能） となること等

の利用効果があることが確認された。 
 
02 他方、本研究会では、①現状における議決権電子行使プラットフォームへの参加

企業数では国内機関投資家に指図フローの二重化が生じ得ること、②プラットフ

ォーム間の連携がなされていないこと、③国内機関投資家の利用手続の円滑化な

どの課題があり、それぞれに対する対応策について議論されたところである。 
 
03 今後の方向性としては、企業と投資家との建設的な対話を促進すべく、これらの

課題を関係者の努力により適切に解決し、議決権行使プロセス全体の電子化が促

進されることが望ましい。このため、関係者には、下記に掲げるとおり、各々の

課題を解決するための検討・取組が適切になされることを期待する。 
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① 上場会社等の参加拡大及び機関投資家の指図フローの二重化問題の軽減 

ⅰ）上場会社及び機関投資家による議決権電子行使プラットフォームへの参加・利

用を促進するため、東京証券取引所及び同プラットフォームを運営する ICJ 等

の関係者により、同プラットフォームの利用効果等について上場会社及び機関

投資家等に理解を促すべく、積極的な広報活動が展開されること。 
 
ⅱ）コーポレートガバナンス・コード 46及びスチュワードシップ・コードの精神を

踏まえ、上場会社及び機関投資家において、議決権電子行使プラットフォーム

への参加・利用が自社にもたらす効果等（議案検討期間の拡大、議決権行使結

果の早期把握、再指図が容易等）が真摯に検証され、同プラットフォームへの

参加・利用が促進されること 47。 
 
ⅲ）国内機関投資家による議決権行使の事務プロセスにおいて、国内機関投資家、

管理信託銀行、ICJ、上場会社（株主名簿管理人）間の事務プロセスの一本化

（ワンストップ化等）について、関係者により検討がなされること。 
 

②プラットフォーム間のシステム連携 
ⅰ）関係者（ICJ、ISS、管理信託銀行、機関投資家等）により、ICJ が運営する議

決権電子行使プラットフォームと ISS 等（ISS 以外も含む。）が運営する電子

プラットフォームとの連携について、早期に課題の整理・解決がなされること。 
 
ⅱ）上記連携が達成された場合を想定し、その連携後の設計内容を踏まえつつ、ISS

等が運営する電子プラットフォームを利用する国内機関投資家により、ICJ が

運営する議決権電子行使プラットフォーム経由で議決権の指図を行うことにつ

いて検討がなされること。 
 
③国内機関投資家によるプラットフォームの利用手続の在り方 

ⅰ）関係者により、議決権電子行使プラットフォームの利用効果等についてアセッ

トオーナーの理解を促す方向で、アセットオーナーへの積極的な説明活動が展

開されること。48 
   

                                                   
46 コーポレートガバナンス・コード補充原則１－２④では、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）等を進めるべきであるとされている。 
47 ICJ の参加企業数は増加傾向にある（平成 28 年４月８日時点で 703 社。図表参照）。また、二重化

が発生している現状にも拘わらず、平成 28 年総会に向けて新規に国内機関投資家１社が参加したと

の報告がなされている。これらの状況も踏まえて検討すべきである。 
48 本研究会が確認した限りでは、アセットオーナーの意向は、機関投資家からの要請があれば、基本

的には議決権電子行使プラットフォームの利用に同意する、というものである。 
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ⅱ）国内機関投資家による議決権電子行使プラットフォームの利用手続がより適正

かつ円滑に進むよう、関係者・関係団体により、当該利用にあたっての契約・

協定関係及び申込手続等の在り方 49について検討が開始されること。 
  

                                                   
49 一部の国内機関投資家等からはアセットオーナーの同意の要否から検討すべきというニーズが、一

部のアセットオーナーからは投資一任契約や同意書の様式統一等についてのニーズが寄せられてい

る。 
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【コラム】諸外国における実質株主開示制度の概要 

 

米国 

 米国では実質株主とのコミュニケーション格差の緩和を目的として NOBO 制度を

導入。 
 発行企業からの要請があれば NOBO の株主情報は発行企業に通知される。 

 
■制度の趣旨 
 米国では全株主の大凡 85％～90%が DTC 参加者（ストリートネーム）であり、登

録株主と異なり、発行企業からは株主が詳細に把握できない。 
 SEC は、登録株主と実質株主との間で発行企業とのコミュニケーションの格差が

生じることを緩和する目的で、実質株主が NOBO であることを選択できる制度を

導入した。 

OBO  Objecting Beneficial Owners  
発行企業に対して自身の株主情報（名前・保有・住所）の開示を拒否す

る株主 
NOBO  Non-Objecting Beneficial Owners 

発行企業に対して自身の株主情報の開示を拒否しない株主 
 
（参照条文） 
・Securities Exchange Act Rule 14b-1 “Obligation of registered brokers and dealers 

in connection with the prompt forwarding of certain communications to beneficial 
owners”  

・証券会社等は、発行企業から送付されてきた議決権関連資料を遅滞なく（資料受領か

ら 5 営業日以内）実質株主宛てに送付しなければならない（b-2) 
・証券会社等は、発行企業からの依頼があれば、NOBO 情報を 5 営業日以内に発行企

業に通知しなければならない（b-3-i) 
 
■実質株主開示制度の概要 
 米国の株主は証券口座開設時に、自身が OBO であるか NOBO であるかを選択す

ることができる。 
 発行企業が NOBO 情報を取得する際には証券会社等に対して“NOBO Request”

を行う。 
※通常、証券会社は当該業務を Broadridge 社等に委託しており、発行企業は同社に対して

NOBO Request Form を提出（当該 Request は有料）。 
 実質株主の 75％以上が OBO であり（登録株主を含む全株主の 63%～ 68% が
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OBO、32%～37% が NOBO）、機関投資家の大多数は OBO とされる。 
 NOBO Request を行った発行企業はその情報に基づき直接実質株主に議決権関

連書類（Annual Report 等）を送付することができる。 
※他方、議決権行使書は直接送付できない。議決権を有するのはあくまでも登録株主であり、

証券会社等から送付する必要がある。よって、通常の株主総会で発行企業が NOBO Request 
を行うケースは少ない模様 

 
（参考）一定規模以上の機関投資家の把握 
・ 米国では証券法に基づき一任運用資産が 1 億ドル以上の機関投資家（銀行・保険会

社・年金基金・ミューチュアルファンド等）は四半期ごとに保有明細を SEC に提

出する必要がある（13F）。 
・ よって、米国内の大手機関投資家は 13F で特定が可能であり、発行企業側も米国内

の実質株主の保有状況は大凡把握できる状況にある。 
 
（出所）Council of Institutional Investors, “The OBO/NOBO Distinction in Beneficial Ownership”, 

Feb 2010. や 法令等に基づくあずさ監査法人調べ 

 

英国 

 英国会社法は英国公開企業に対して実質株主を調査する権限を与えており、英国企

業は少なくとも国内の実質株主情報は入手可能。 
 

■実質株主開示制度の概要 
 英国会社法は、企業は株主の真の素性を知る権利を持つべきであるという理由か

ら、1976 年より、英国公開企業に対して、企業による実質株主等を調査する権限

を与えている。 
※調査の対象は、自社の株式と利害関係を有すると考えられる法人・個人、もしくは、調査対

象日より 3 年間遡って自社の株式と利害関係を有する法人・個人 
 英国公開企業は “793 Notice” を証券会社等に対して送付することにより調査を

依頼 
 “793 Notice” を受領した証券会社等は速やかに実質株主情報（株主名・保有状

況等）を当該公開企業に対して開示しなくてはならない。 
※開示しない場合は会社法違反と見なされ、議決権行使の停止、配当支払の停止、株式交換の

停止等といった措置が講じられる可能性がある。 
 証券会社等から収集された実質株主の情報は 「Section 808 名簿」として作成さ

れる。当該名簿は公衆縦覧の対象となり公開される（但し、容易にアクセスができ

る訳ではない）。 
※これらの情報を収集しデータベース化する業者も存在する。  
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 海外投資家（英国外）は複数のカストディアンを経由して保有していることが多い

ため、投資家単位ではなく、当該カストディアン単位の保有状況しか判明しない場

合もある。このため、英国国内の実質株主はほぼ網羅可能であるが、英国外の投資

家に関しては捕捉できないこともある。 
 本調査は必ずしも株主総会対応に限定して実施されているものではなく、年間を通

じた対話のため、月 1 度の実施がベストプラクティスとされている。 
 
（出所）英 Makinson Cowell 社へのヒアリングや法令等に基づきあずさ監査法人が作成 

 

仏国 

 フランスでは TPI 開示制度や議決権行使を通じて実質株主判明しているケースが

あり、国内の議決権行使を実施した機関投資家については把握できることが多い。 
 
■実質株主開示制度の概要 
（１）TPI 開示制度 
 1984 年 11 月 3 日に株式が全て電子化されたのに伴い、株主の特定を目的として、

登録株主と無記名株式の中庸の存在として TPI（判明可能な無記名株式）制度が導

入された、と解される（導入は 1987 年） 
 発行企業は“Code de Commerce” Code L228-2 条に基づき、TPI (Titre au porteur 

identifiable)の調査を実施することで実質株主（株主名・保有状況等）を判明する

ことができる 
 無記名株式は Euroclear（証券保管振替機構） において管理されており、実質株

主名もしくは証券会社等の名義で登録されている。発行企業は Euroclear に TPI
を依頼することにより実質株主情報を入手することができる（本依頼は有料） 
※請求を受ける証券会社等は調査依頼に対応する義務があり、違反した場合、議決

権の凍結や配当支払の停止といった罰則が科させる可能性がある。 
 TPI によって得られる情報は、依頼方法によって異なる。例えば 100 万株以上の株

主を調べたい、ということであれば大株主の状況は把握できる 
 調査それ自体に決まったフォーマットや期限もなく、実質株主が判明しないケース

も多い 
 

（２）議決権行使時の登録による判明 
 議決権行使に当たって、株主は、証券会社経由で、発行企業（証券代行）に登録さ

れている必要がある 
 無記名株式保有者は、Euroclear を通じて TPI に名前が開示される、もしくは、証

券会社等が発行企業に対し実質株主について証明書を発行する（登録する）必要が

ある。発行企業は議決権行使する実質株主について把握できることが多い 
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 仏国外の株主の議決権行使時に登録されるのはサブカストディアンであるケース

があり、必ずしも実質株主とは限らない模様 
 
（出所）仏 Proxinvest 社へのヒアリング等をもとにあずさ監査法人が作成 
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第三章 株主総会関連日程の適切な設定 
01 「対話研報告書」は、日本の株主総会が６月下旬に集中している背景を以下のと

おり整理している。 
 

① 会社法上、企業が（議決権行使を行う株主の）基準日を定めた場合、その

３ヶ月以内に株主総会を開催しなければならない 。 
② 現在の実務では、その基準日を決算日と一致させている。その上で上記①

の期限近くに株主総会日を設定している結果、株主総会が６月下旬に集中し

ている。 
③ 現行の会社法上、決算日から３ヶ月以内に株主総会を開催しなければなら

ないという規制はない。また、決算日を基準日として設定することも法の

要請ではない 。 
 
02 その上で、対話研報告書は、以下のとおり提言している。 
 
 【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。 
 
 【議決権行使基準日のあり方】 

２）基本的な考え方として、株主総会で議決権行使する株主は、総会日にでき

るだけ近い時点の株主であることが望ましい。 
３）一方、実務的には、株主名簿の確認や株主への情報提供、議案検討や事前

の議決権行使等のプロセスを考慮すると、株主総会のある程度前には株主

総会に法的に出席する（議決権行使を行う）ことのできる株主を特定して

おくことが必要となる。 
４）したがって、諸外国における制度や実務を参照しつつ、上記２）の原則の

下でどのような基準日設定が望ましいのか、各企業があらためて検討し、

適切な株主総会スケジュールの設定を行うことが望まれる。 
６）また、こうした取組みを促進し、円滑に実現するための環境作り（実現に
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向けた実務上の課題の存否や対応策の検討も含む）が、関係団体等におい

てもなされることも重要である。 
７）さらにこのような取組みを経て、株主との対話を促進し、その声を反映す

るための株主総会日程や基準日を設定する企業が増え、ベストプラクティ

スが形成されていくことが望まれる。 
 
 【配当基準日のあり方】 

01 日本の上場企業の実務においては、決算日を配当基準日としている。しかし

ながら、配当基準日についても、決算日でなければならない必然性はない。（中

略） 
02 したがって、今後、企業の資本政策や資本市場のあり方を検討する中で配当

の基準日を諸外国 50のように株主総会後に設定することの是非も含め、適切

な方法が模索されることが望ましい。一方、実務的には、株主名簿管理や株

主関連の庶務の観点等から、議決権行使の基準日と同じ日にすることの事務

上の効率性も指摘されており、当面、それらも含めた検討がなされることを

期待する。 
 
03 これらの方向性も踏まえ、「『日本再興戦略』改訂 2015」（平成 27 年６月閣議決

定）においては、企業と投資家が建設的な対話を行うための施策の１つとして、

以下の方針が掲げられている。 

「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。」 
 
04 さらに、「コーポレートガバナンス・コード」補充原則１－２③においては、「上

場会社は、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

を考慮し、株主総会開催日をはじめとする株主総会関連の日程の適切な設定を行

うべきである。」とされている。 
 
                                                   
50 日本の上場会社の実務においては、決算日を配当基準日としている。しかしながら、配当基準日に

ついても（議決権行使基準日と同様）、決算日でなければならない必然性はない。これに対し、諸外

国の企業では、配当決議後に基準日を設定している例が多い。日本の配当基準日の設定慣行では、

既に株主でない者が配当決議を行い、配当を得ることが可能な仕組みとなっており、インセンティ

ブの歪みが指摘されている。 
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05 これらを前提として、本研究会では、株主総会関連の適切な基準日設定に向けた

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）について議論を行った。具体的には、日本の株

主総会関連日程の現状や機関投資家等から提起されている問題意識を整理した

上で、企業関係者における取組状況を確認し、そこで指摘されている各種課題や

疑問点について検討を行った。 
 

１．日本の株主総会関連日程の現状と課題 
 
1-1 日本の株主総会関連日程の現状 

01 日本の株主総会日程について諸外国と比べると、以下のような特徴が挙げられる。 
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べて短い。 
 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 

 
図表 29 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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【決算日から総会日までの期間】 
02 まず、決算日から定時株主総会日までの日数を見ると、日本はほぼ全ての企業が

決算日から３ヶ月以内に定時株主総会を開催しているが、欧米（サンプル企業）で

は、平均で、決算日から４～５ヶ月後に定時株主総会を開催している。 
 
図表 30 各国の定時株主総会開催日の決算日からの所要日数  
 

 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、平成 26 年 3 月末日決算の東京証券取引所・上場会社 2,358 社の平均値。 
※3 大規模、中規模、小規模の定義については、図表 33 の※４参照。 
※4 あずさ監査法人調べ 

 
03 諸外国の状況について詳しくみると、決算日から定時株主総会開催日までの所要

日数が、120 日～150 日未満（３月末決算企業であれば８月総会）の企業割合は

50%、150 日以上 （３月末決算企業であれば９月総会）の企業割合は 29％とな

っている。すなわち、これらの企業の決算日を３月末と仮定した場合、約８割の

会社が８月又は９月に総会を開催していることとなる。このように、日本の決算

日から定時株主総会日までの日数は諸外国に比べて短いと言える。 
 
図表 31  諸外国における決算日から定時株主総会開催日までの所要日数分布 
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04 また、監査に要する期間についてみると、日本の会社法の監査報告書は、諸外国

と比較して早いタイミングで作成、報告されている（図表 32 参照）。この背景と

して、諸外国に比べて早いタイミングでの総会日から逆算して決算承認、外部監

査報告、内部監査等を行わなければならないことがある。 
 
図表 32 日本における２つの法定監査と所要日数（国際比較） 
 

 
決算日 決算発表日 年次報告書に係る 

監査報告書日 年次報告書 

日本・平均 3/31 (約 37 日) 
会社法 

(約 43 日) 
金商法 

(約 86 日) 
会社法 

(約 64 日) 
金商法 

(約 87 日) 

米国・平均 12/31 (約 33 日) (約 51 日) (約 52 日) 

カナダ・平均 12/31 (約 37 日) (約 45 日) (約 72 日) 

英国・平均 12/31 (約 44 日) (約 54 日) (約 67 日) 

ドイツ・平均 12/31 (約 55 日) (約 53 日) (約 65 日) 

フランス・平均 12/31 (約 47 日) (約 69 日) (約 80 日) 
※1 図表 33 の※4 における時価総額の大きい企業 10 社のスケジュールの平均値。 
※2 表中の決算日以外の数字は、決算日からの所要日数を記載している。 
※3 あずさ監査法人調べ 

 
05 以上のように、日本の総会日程は、諸外国に比べてタイトなものとなっている。

これが、機関投資家による議案検討期間や情報開示の準備・監査期間を確保する

上での制約となっている。 
 
【招集通知から総会日までの期間】 
06 次に、株主総会の招集通知の発送日から株主総会の開催日までの期間（招集期間）

についてみると、日本は２～３週間程度であり、諸外国の１～２ヶ月と比べると

短い。対話促進研究会において調査したサンプル企業 10 社（時価総額の大きい

企業）の平均をみると、日本は株主総会から約 21 日前に招集通知を発送してい

るのに対して、米国は約 43 日、英国は約 42 日、ドイツは約 45 日、フランスは

約 49 日前に発送している。 
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 図表 33 上場会社における年度開示等のスケジュールの国際比較  

 
※1 決算日からの日数。なお、会社法に係る部分は、招集通知の送付日付を記載。 
※2 定時総会の開催日までの日数。 ※3 定時総会の開催日との差日数。 
※4 時価総額の大きい企業（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）で業種に偏りがないように抽出した 10 社のスケジュールの平均値。なお、（）
内の「中」は時価総額が中規模の企業（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：3,000 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）の 10 社平均、「小」は小規模の企業（米国：10 億ドル未満、カナダ：2 億カナダドル未満、英国：1
億ポンド未満、ドイツ：3,000 万ユーロ未満、フランス：5 億ユーロ未満）の 10 社平均。 

※5 あずさ監査法人調べ。 

 
07 この点に関しては、第一章で見たように、招集通知等の早期（発送前）Web 開

示の取組が進み、当該掲載情報が機関投資家にタイムリーに通知されるようにな

れば、機関投資家等は招集通知を書面で受け取るよりも前に情報にアクセスする

ことができるようになる。実際、平成 27 年６月総会では、招集通知発送日より

も平均約４営業日前に Web 上に開示されており、当該掲載情報をプッシュ型で

機関投資家に通知するサービスも存在している。これにより、機関投資家による

議案検討期間は一定程度拡大すると期待される。 

08 他方、早期（発送前）Web 開示の取組は、印刷原稿が校了してから発送日まで

の間に招集通知情報を Web 上に掲載するものなので、情報開示の準備や監査の

ための期間を確保することにはつながらない。 

【議決権行使の基準日から総会日までの期間】 
09 議決権行使の基準日から総会日までの期間についてみると、現状の日本の制度・

実務では、株主総会に「出席」できる（議決権行使を行える）株主は、株主総会

の開催日の約３ヶ月前の株主であるが、この期間は諸外国に比べて制度面でも実

務面でも長い。 
 
10 これに関し、対話研報告書は、「基本的な考え方として、株主総会で議決権行使

する株主は、総会日にできるだけ近い時点の株主であることが望ましい」と指摘

している。これの背景には、いわゆる Empty Voting（株主総会日において、す
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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）

の問題がある。 
 
図表 34 基準日の設定等に関する国際比較 

 
 
1-2 株主総会関連日程に関する問題意識～機関投資家からの声を中心に 

1-2-1 議案の検討期間・対話期間の確保 
 
01 以上のような日本の現状に対し、海外機関投資家団体 51からは、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・ガバナンスに対す

る認識にネガティブな影響を与えているとの指摘がある。特に、決算日から株主

総会日までの期間が、欧米やアジアと比べても日本は非常に短いことから、年次

株主総会及び決議のためにより多くの時間を割くためにも、基準日を決算日より

遅く設定することにより、株主総会が開催される時期を４ヶ月超等に拡大するこ

とを支持するとの指摘がなされている。また、招集通知等の情報提供について、

内容が英語であれば 28 日前に行われることが望ましく、英語でなければ翻訳の

ため更に１週間かかるとの意見が寄せられている。 
 
02 また、生命保険協会が行ったアンケート調査結果によると、望ましい招集通知の

                                                   
51 詳細は、ACGA（アジア・コーポレート・ガバナンス協会）が、対話研究会に提出した意見書も参

照のこと。 
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到着日としては、３週間以上～１ヶ月以上前とする回答で過半数を占める。 
 
図表 35 望ましい招集通知の到着日 

  

 

03 このように、機関投資家においては、議案の検討期間を十分確保する上で、少な

くとも総会の１ヶ月前には招集通知が手元に届くことが望ましいとの意向があ

る。この議案の検討や対話を行う期間を確保する方策としては、株主総会招集通

知の早期発送や早期 Web 開示、さらには議決権電子行使プラットフォームの活

用が挙げられるが、本研究会では、海外機関投資家団体（ACGA）の見解として、

これらの方策を活用したとしても十分な議案検討期間を確保するには限界があ

り、基準日を変更することで総会スケジュールに余裕を持たせることも検討せざ

るを得ない状況ではないかとの指摘が紹介された。 
 
04 また、現状では、総会集中期に１日あたり数百件も議決権行使を指図することが

あり、どうしても外形基準（数値で賛否を付ける等）による判断に陥らざるを得

ない場合も想定されるが、基準日変更により議案検討期間が拡大すれば、処理に

かかる日数が分散されるため、スチュワードシップ・コード等で求められている

プリンシプル・ベースのガイドラインに基づく議決権行使の充実がより図られる

のではないかとの見解が示された。 
 
05 さらに、この基準日の変更については、機関投資家の議案検討期間という観点の

みならず、企業から出された総会議案に対し個人株主からの質問に対応できる期

間、すなわち、個人株主との対話の期間を確保するための一方策として捉えるべ

きではないかとの見方も示された。 

（出所）平成 27 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関するアンケート（投資家向け）」 
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【株主総会日の集中に関する指摘】 
06 なお、日本の株主総会の開催日（３月決算期の企業）は、従前より分散傾向にあ

るものの、依然として、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

である（図表 36 参照）。諸外国（米英仏独蘭）の主要企業と比べても、日本の総

会日が突出して集中していることが分かる（図表 37 参照）。ISS の調査結果にお

いても、日本の総会集中率は、G７の中で最も高い（図表 38 参照）。 
 
図表 36 日本における総会集中率の推移／平成 27 年の総会開催日の分布 

 
 
図表 37 各国別の定時株主総会の集中率① 
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図表 38 各国別の定時株主総会の集中率② 
 

 
 
07 これに関し、生命保険協会や日本投資顧問業協会が行った機関投資家向けのアン

ケート結果をみると、株主の議決権行使を充実させるために企業が取り組むべき

項目としては、「集中日を回避した株主総会の開催」を挙げる回答は多く、それ

ぞれ 57.1％、71%を占めている。 
 
図表 39 機関投資家向けのアンケート結果 

 
 
08 また、機関投資家からは、以下のような指摘がなされている。 
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 株主総会が短期間に集中して開催されることが、議決権行使の形式化を助長

しているのではないか。もう少し分散して開催されれば、より対話を重視し

た実質的な対応に自然となるだろう 52。 
 株主総会をより意義あるものとするための継続的な努力を期待している。株

主総会の日程の分散も必要かと思う。90 年代には 90％が同じ日に総会を開催

していたが、この割合が現在 41％にまで改善されている。それでもなお３月

決算企業の８割は同じ週に総会が集中している。そのため企業との対話や議

決権行使に支障をきたしている。日本が目指す長期的、持続可能な成長を実

現するためには、企業と株主の建設的な対話が重要である 53。 

 
09 こうした指摘も受け、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、早期に株主総会を開催（６月第４週を避け、第３週に

株主総会を開催）する傾向にある。 
 
図表 40 企業属性別に見た定時株主総会集中率 

 
 
10 しかしながら、諸外国に比べてタイトなスケジュール下で株主総会を早期に開催

するとなると、招集通知から株主総会日の期間を１カ月以上確保することはより

難しくなる。このため、本研究会においては、株主総会の開催を遅らせることに

よる総会日の分散が望ましいという問題意識の下、以下のような指摘がなされて

いる。 

                                                   
52「第２回経営者・投資家フォーラム」（2015.11.4)におけるコメント。 
53「第１回未来投資に向けた官民対話」（2015.10.16）におけるクシェル・ブラックロックコーポレー

トガバナンス統括責任者のコメント。 
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 早期 Web 開示等の取組により議案検討期間の問題は解決されることもある

が、総会日程が集中していることも考えると、株主総会を遅らせることによ

り株主総会を分散させることは避けて通れないのではないか。 
 個人株主としては、できるだけ多くの経営者の考えに直接触れ、投資判断に

役立てたいと考えているが、株主総会の集中により、総会出席の機会が限定

されているため、株主総会を遅らせることによる分散を望んでいる。 
 海外機関投資家の議決権行使の代理事務を行う常任代理人としても、年間業

務の 75％が６月に集中するため、高い緊張感が要求されているところ、株主

総会を遅らせることでその開催日が分散されると事務の効率化につながるの

でありがたい。 
 
1-2-2 開示情報の作成期間や監査期間の確保 
 
11 さらに、本研究会では、海外機関投資団体（ACGA）の見解として、有価証券報

告書を総会前に開示できないのか、日本では類似の報告書が別々に作成されてい

るが、総会日程を７月以降（３月期決算企業）とし、会社法の計算書類等と有価

証券報告書の一体開示を行う方が計算書類等の作成主体である企業にとっても

効率的なのではないか、との指摘が報告された。54 
 
12 加えて、本研究会では、信頼性ある情報を提供するためにも、企業の開示情報の

作成期間に加えて監査期間を確保する必要があり、そのためには、現状の総会日

程（決算日＝議決権行使基準日）では限界があるため、総会日程を７月以降（３

月期決算企業）にすべきではないか、との指摘がなされた。 
 
1-2-3 総会日にできるだけ近い時点の株主による議決権行使 
 
13 本研究会では、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）に関する国内機関投

資家からの声として、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

響を及ぼすような場合において、委任状争奪戦が行われるケースでは特にこの問

題の影響が大きいため、議案の検討期間の確保を前提に、議決権行使の基準日か

ら総会開催日までの期間を短くすべき、との見解が紹介された。 
 
14  また、海外機関投資家団体（ACGA）の声として、日本の基準日から総会開催日

までの期間は海外と比較すると長いため、現状の３ヶ月を長くとも３週間から４

週間に短縮することが望ましい、との指摘が紹介された。 
                                                   
54 なお、機関投資家が議決権行使に必要な情報は何かについても議論すべきとの指摘もある。これに

関しては、機関投資家からは、例えば、有価証券報告書固有の開示のものとして、政策保有株式の

状況やより詳細な減損の注記等を総会前に知りたいという声が寄せられている。 
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1-3 株主総会関連の適切な基準日設定の必要性 

01 日本の株主総会は、決算日から総会日までの期間が諸外国に比べて短いため、①

株主・投資家による議案の検討期間が短く、②情報開示の準備や監査の期間が十

分とは言い難いといった状況にある。また、議決権行使基準日から総会日までの

期間が諸外国に比べて長いため、株主総会の意思決定が現在の株主の利益に反す

るおそれがあるとの指摘もある。 
 
02 こうした状況は、企業と投資家との対話の質を高めていく上での制約となりうる。

このため、本研究会では、議案の検討期間や対話期間を確保することに加え、総

会前に提供される情報の質・量を確保しようとすれば、議決権行使基準日を決算

日以降に定め、その３ヶ月以内に株主総会を開催することで、決算日と総会日と

の間に十分な期間を確保することが必要との認識が示された。 
 
03 ただし、企業によって置かれている状況は異なる。本研究会では、議案の検討期

間・対話期間の確保という観点からは、まずは招集通知の早期（発送前）Web
開示及び早期発送並びに議決権電子行使プラットフォームの利用等の取組が先

決であり、その上で、その対話期間が機関投資家等に求められる水準として十分

かどうかは、自社の株主構成や規模等に応じて判断すべきではないか、という指

摘がなされた。この点に関しては、対話研報告書の提言においても「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」とされている。 
 
04 一方で、決算後の決算書類の作成や監査との兼ね合いから、決算に関する取締役

会をこれ以上早期に開催することは困難であり、早期 Web 開示等の取組による

議案の検討期間の確保には限界がある旨の指摘もなされた。 
 
05 総じて、企業側の選択肢が拡がるという方向で適切な基準日の設定に係る環境整

備が進むことは望ましいという点については、共通理解を得られた。 
 
 
２．基準日変更に関する課題・疑問点への考え方 
 
2-1 企業関係者における取組状況 
 
01 対話研報告書においては、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・判断に応じて適切に基準日と総会日を設定することができるよ
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う、関係団体等において、実現に向けた実務上の課題の存否や対応策の検討も含

む環境作りが行われることが期待されると提言されている。また、「『日本再興戦

略』改訂 2015」においても、関係団体等において、企業が適切な基準日を設定

する取組の円滑化に向けた方策等について検討することを促すことがうたわれ

ている。 
 
02  こうした動きも踏まえ、現在、全国株懇連合会において、決算日以外の日を基準

日とする場合の実務対応上の課題等を整理すべく検討が進められており、本年秋

を目途に取りまとめ予定としている。本研究会において、その検討状況について

報告がなされ、検討にあたっては、総会日を１ヶ月後とし、基準日から総会日ま

での期間を２ヶ月（５月末に議決権行使基準日、７月に株主総会を開催）とする

ケースをベースとしていること等が紹介された。 
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【コラム】全国株懇連合会による検討状況（第３回研究会資料） 

2016.２.２ 
「適切な基準日の設定」に関する全株懇の取組みについて 

全国株懇連合会 
 
１ 全株懇としての取組み 

全株懇では、毎年２つのテーマを設定し、10 月に開催される全株懇定時会

員総会の分科会で審議のうえ、その成果を冊子として会員や関係者に提供す

る活動を行っている。 
「適切な基準日の設定」については、決算日以外の日を基準日として選択

する企業が現れる可能性がある状況下、全株懇として実務対応上の問題点の

整理等を済ませておく必要があると考えられたことに加え、「『日本再興戦略』

改訂 2015」において、「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」とされたこともあり、本年の全株懇定時

会員総会における分科会審議事項に含めて検討することとした。 
 
２ 現在までの検討状況 
（１）「基準日＝決算日」のデメリット（「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」（以下、「対話研報告書」という）で指摘された

事項を含む） 
・ 株主総会の集中開催 
・ 招集通知から株主総会までの議案検討期間を十分に確保できない 
・ 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（エンプティボーティング） 
・ 投資家が重要視する有価証券報告書の情報を総会前に利用できない 
・ 後発事象等の問題に対応するための金商法と会社法の監査一元化ができない 
・ 配当の権利落ち（配当基準日＝決算日の問題） 
 
（２）「基準日≠決算日」のデメリット 
・ 投資家にとってわかりにくい、社会通念的には「決算日＝基準日」が浸透し

ている 
・ 株主確定や郵送のコストが増える可能性がある 
・ 経営者（マネジメントボード）の速やかな変更には向いていない（非取締役

が代表取締役に就任するまでに時間がかかる） 
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・ 総会決議を要する場合、配当金の支払時期が遅くなる 
 
（３）基準日変更の実務と留意点 
① 基準日変更の手続き・スケジュール（５月基準日７月総会の場合） 

 

② 基準日変更の実務上の留意点 
・ 決算日現在の株主名簿確定の要否に関する問題 
→ 決算日が基準日でなければ総株主通知は来ない。決算日現在の株主名簿を

確定する場合には、機構に対する総株主通知請求が必要か？コストの負担

はどうなるのか？ 
→ 事業報告、有価証券報告書の「大株主の状況」は決算日現在で記載する必

要があるか？ 
・ 配当金支払スケジュールの問題（配当基準日＝議決権基準日の場合） 
→ 基準日から配当金支払開始日（通常は総会日の翌営業日）までの期間短縮

に対応可能か？ 
→ 株主名簿管理人の事務のほか持株会の住民税申告、常任代理人の租税条約

届出書提出等が配当計算のタイミングに間に合うか？ 
・ 法人税法上の税務申告の問題 
→ 「対話研報告書」において、「今後、国税当局において整理される見込み」

とされている。 
・ 第一四半期の決算情報の取扱い 
→ 第一四半期の決算情報をどの程度説明すればよいか（インサイダー情報と

の関係）。 
 
（４）今後の予定 
平成 28 年３月中旬 分科会審議事項のファーストドラフトとりまとめ 
平成 28 年４月８日 全株懇理事会（ファーストドラフトの報告・意見募集） 
平成 28 年８月 26 日 全株懇理事会（セカンドドラフト報告・意見募集） 
平成 28 年 10 月 21 日 全株懇定時会員総会（分科会審議・承認） 

 
03 また、企業の経営者が集う経済同友会も、企業と投資家との対話促進に向けて、

株主総会スケジュールの抜本見直しに着手する必要性を対外表明している。平成
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27 年 12 月に公表された意見においては、以下の内容を指摘した上で、まずは関

係者の意識改革から始め、株主総会スケジュールの見直しに着手する旨が述べら

れている。 
 電子化の促進により、株主の議案検討期間は現状より若干長くなるものの、

大幅な拡大にまでは至らないこと 
 国際的に比較しても遜色ない議案検討期間を設けるには、株主総会スケジュ

ールを抜本的に見直すことが必要であること 
 その１つの選択肢として、議決権行使基準日を決算日以降に定め、その 3 ヶ

月以内に株主総会を開催することが考えられること 
 

 
 
04 なお、各企業における検討状況としては、日本公認会計士協会が会員に実施した

アンケート結果によると、「株主総会の後ろ倒しを検討している会社はあります

か」という問いに６名（有効回答 167 名）の会員から「検討している会社あり」

という回答があった旨の報告がなされた。 
 
05 また、本研究会では、実際に基準日の変更を検討している実例として、以下の報

告がなされた。 
 株主名簿管理人との調整の結果、６月上旬に招集通知を送付（議決権行使基

準日は５月中旬）し、７月中旬までに株主総会を開催する方向で検討してい

ること 
 これにより招集通知の発送から株主総会日までを約 40 日程度確保するとと

もに、議決権行使基準日から総会日の期間も従来の３ヶ月弱から２ヶ月に短

縮することが可能になること 
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 議決権行使基準日を変更し、適切な株主総会日程を設定するには、経営判断

が必要であるところ、そうした取組に対する機関投資家のニーズが、IR ミー

ティングの場等を通じて経営層にしっかりと伝わることが重要であること 
 
2-2 基準日変更に関する実務上の課題・疑問点への考え方 

01 このように、企業や関係団体等においては、株主・投資家との対話を充実させる

べく、早期（発送前）Web 開示や議決権電子行使プラットフォームへの参加等の

取組に加えて、基準日変更に向けた検討も進みつつある。こうした検討や取組に

資するよう、本研究会においても、基準日を変更しようとする企業が直面すると

思われる課題・疑問点に関し、関係者の考え方や関連制度の状況、参考となる事

例等について整理した上で、議論を行った。 
 
02 具体的には、以下の５点について議論を行った。 

 

 
 
2-2-1 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 

03 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

透しているため、これを変えると投資家にとって分かりにくくなるのではないか

との指摘がある。 
 
04 これに関し、機関投資家からは、海外では基準日と決算日が異なることが一般的

であるため、特段の問題は生じないのではないか、との指摘がなされた。一方で、
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特に個人株主にとって、いつまでに株式を購入すれば総会の議決権や配当をもら

えるのかがわかりやすいということで、現状の「決算日＝基準日」の方が混乱は

少ないのではないかとの指摘もある。 
 
05 これまで、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

永らく続いてきており、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

されてきていると考えられる。このため、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ズ

に伝わるようにすること等が肝要になると考えられる。 
 
【基準日変更に伴う株主確定実務への影響】 
06 これに関し、本研究会では、基準日を変更した場合における株主確定実務につい

て確認を行った。概要は以下のとおりである。 
 現行制度上、証券保管振替機構は、企業が基準日（議決権行使基準日、配当

基準日等）を定めたとき、総株主通知を行うこととなっている（社債、株式

等の振替に関する法律第 151条第１項）。証券保管振替機構がこの総株主通

知を行う上では、当該基準日情報を予め把握しておく必要がある。このため、

基準日を変更した場合、当該情報を速やかに証券保管振替機構に通知するこ

とが求められることとなる。 

 一方で、基準日と決算日を別にした場合において、引き続き決算日時点の株

主情報を把握する場合は、別途、企業から総株主通知の請求を行うことが必

要となる（社債、株式等の振替に関する法律第 151条第８項）。 

 さらに、議決権電子行使プラットフォームにおいては、名義株主と実質株主

の紐つなぎを行うためのプロセスとして、多岐にわたる関係者（管理信託銀

行、常任代理人、証券保管振替機構、株主名簿管理人及び参加国内機関投資

家）との間で株主情報に係るデータ授受を相互に検証しながら慎重かつ精緻

に進めているため、例えば総会日が最も集中する６月総会のケースでは、議

決権行使基準日から議決権行使がシステム上可能となるまでに６週間程度は

必要となっていることが確認された。すなわち、６月に総会を開催する ICJ
参加企業においては、基準日と総会日の間を少なくとも８週間は確保するこ

とが必要（招集通知を法定の２週間前に発送した場合）ということとなる。

なお、臨時総会のケースでは、議決権行使基準日から議決権行使が可能にな

るまでに４週間程度で対応している場合がある。 

  
2-2-2 株主確定コストが増加するのではないか 

07 現行制度においては、有価証券報告書及び事業報告に、「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
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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のではな

いかとの指摘がある 55。 
 
08 この点については、金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループにおい

て審議が行われ、平成 28 年４月 18 日に取りまとめられた「ディスクロージャー

ワーキング・グループ報告」では、「このような事務負担が生じないようにする

ため、大株主の状況等の記載時点を決算日から議決権行使基準日へ変更すること

が考えられる。有価証券報告書及び事業報告においては、株主の権利行使や投資

者の投資判断を適切に行わせるために、株主総会での上場会社の意思決定に重要

な影響を及ぼしうる者を開示させているものと考え、議決権行使基準日を有価証

券報告書及び事業報告における大株主の状況等の記載時点にできるようにする

ことが望ましいと考えられる。」という見直しの方向性が盛り込まれている。 
 
09 なお、配当基準日 56については、議決権行使基準日と同じ日にすることも可能で

あるが、配当基準日と議決権行使基準日を別に定めた場合は、仮に決算日時点で

の株主確定の必要がなくなったとしても、現状より追加コストがかかることとな

る。 
 
10 この株主確定に係る追加コストについては、少なくとも長期運用の海外機関投資

家からみれば、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すべき、という考え

がある。これに対し、企業側からは、追加コストは会社規模によっても大きく異

なるため、企業毎に判断するのが適切ではないかとの考えも示された。また、諸

外国には株主を年間何度確定しても追加費用がかからない料金体系となってい

る国もあるため 57、日本の料金システム自体の見直しと併せて、関係者で検討す

べきではないか、との指摘がなされた。 
 
2-2-3 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 

11 ７月以降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。 
 
12 この点について、本研究会では、海外機関投資家団体の見解として、諸外国では

                                                   
55 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。 
56 日本の上場会社の実務においては、決算日を配当基準日としている。しかしながら、配当基準日に

ついても（議決権行使基準日と同様）、決算日でなければならない必然性はない。 
57 例えば、米国・英国においては、年間を通じて何度でも株主名簿を確定することが可能で、一般的

に追加費用はかからない（あずさ監査法人調べ（米：Morrow&Co 社、英：Makinson Cowell 社へ

のヒアリング結果））、 
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取締役の選任が決算から４～５ヶ月後になるのは一般的であるため、不都合は感

じない、という意見が紹介された。また、国内機関投資家の見解として、日本の

企業は執行役員体制が４月から始まることが多いため、取締役人事のタイミング

が遅くなることについてやりづらい面もあるだろうと一定の理解は示す声もあ

る一方で、総じて取締役人事が遅くなることについて不都合は感じないとの意向

が紹介された。これに対し、企業側からは、経営体制をどのタイミングでどのよ

うなプロセスで変更するかについては、会社ごとでガバナンスへの考え方等が異

なるため、個々の会社が判断すべき事項ではないかとの指摘があった。また、取

締役選任（特に新任）が遅れることは、会社マネジメントの遅れにつながるので

はないかと懸念する声もある。 
 
13 なお、本研究会では、実例として、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会社もあることも紹介された。58 
取締役会における独立社外取締役の増加に伴い、次期社長が限られた現任取締役

以外から選ばれるケースも今後出てくると見込まれる。他方、これは、柔軟性を

高めるための１つのアイデアではあるものの、余りの長期間の運用にはそぐわな

い面もあるため、その点留意が必要である旨の指摘がなされた。 
 
2-2-4 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 

【基準日変更に伴う配当支払時期への影響】 
14 基準日変更により総会日を現行より遅らせる場合、剰余金処分について総会決議

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。 
 
15 これに関し、株主名簿管理人からは、仮に議決権行使基準日及び配当基準日を５

月、株主総会日を７月とした場合であっても、企業の株主数などの一定の条件は

あるが、持株会の住民税申告や常任代理人の租税条約届出書提出等の事務が現行

の取決め等をベースに行われれば、基準日から配当金支払開始日（通常は総会日

の翌営業日）までの期間を短縮することは可能であり、総会日からの期間として

配当支払時期を遅らせることにはならないとの報告があった。 
 
16 また、仮に配当支払時期が遅くなったとしても、一般に、長期投資家（長期保有

の個人株主含む）からみれば、キャッシュ・フローのタイミングが若干変わる程

度で、その影響は限定的ではないかとの指摘がなされた。他方、やはり個人株主

の配当への関心は高いものがあるため、その影響は大きいのではないか、少なく

とも配当日が遅れることそのものへの理解を得るべく十分な周知・説明が求めら
                                                   
58 第四回研究会資料 4-2 参照 
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れるのではないかとの指摘もなされた。 
 
【剰余金の配当事項の取締役会決議との関係】 
17 なお、会社法上、一定の範囲の会社は、剰余金処分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

能である 59。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、前述の配当スケジュール上の影響は受けないと考えられる。 
 
18 しかしながら、平成 27 年総会において剰余金処分案を取締役会決議で決定して

いる会社は約 19％と多くはない 60。日本では、剰余金処分を取締役会決議にす

ることについて否定的にとらえる機関投資家が多い状況であるため、剰余金処分

を取締役会決議とするには、機関投資家の理解を得ることが先決であるとの指摘

がある。この点については、企業が配当政策を十分に説明することを前提としつ

つ、総会日の分散（基準日変更）とセットで提案するのであれば、剰余金処分を

取締役会決議とすることに賛同する機関投資家も増えるのではないか、との見解

が示された。 
 
【法人税の確定申告期限との関係】 
19 一般的に決算日から３月以内（原則２月以内、会計監査人の監査を受けなければ

ならないこと等を理由とした提出期限の延長申請が認められた場合（会計監査人

設置会社等の特例）には、３月以内）とされる法人税の確定申告期限との関係に

ついて、法人税法は、内国法人に対して決算日から３月以内に「確定した決算」

に基づく申告を義務付けている（法人税法 74 条１項・75 条の２）。この点、「対

話研究会報告書」においては、株主との対話促進の観点から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の法人税法上の

確定申告期限の延長についての考え方が示されている。61 
また、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 135 条）、事実上は、法人税の確定申告期限も定時株

                                                   
59 ①会計監査人設置会社であること、②取締役の任期が一年を超えないこと、③監査役会設置会社、

監査等委員会設置会社又は指名委員会設置会社であること、の３つの要件を満たす会社は、剰余金

の配当に関する事項（会社法 454 条１・４項）を取締役会が決定できる旨を、定款で定めることが

できる（会社法 459 条１項）。なお、中間配当については、上記３つの要件を充たしていなくても、

年一回に限り、取締役会で決議することができる旨を定款で定めることが可能（会社法 454 条５項）。 
60 商事法務研究会「旬刊商事法務」No.2085（第四回研究会資料 4-2 参照） 
61 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。

（「対話研究会報告書」） 
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主総会の開催日程に対する制約にはならない。62 
 
2-2-5 第１四半期決算と時期が重複するため対応困難ではないか 

20 基準日を変更し、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なるため、会社として対応が困難という指摘がある。この点

について、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

算を発表しており、その時期も英国やカナダではほぼ重なっている。各国により

総会実務が異なるため一概に比較はできないものの、海外機関投資家においては、

総会実務と決算実務が重なっても管理できる範囲ではないかとの見方もあると

の紹介があった。 
 
図表 41 諸外国における第１四半期決算の開示日程 

 
 
21 また、基準日を変更し、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。この点については、

諸外国の例をみると、例えば米国の GE 社のように、株主総会において、その３

営業日前（５日前）にプレスリリースされた第１四半期決算についても説明をし

ている例もみられる。 
 
  

                                                   
62 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等において会計監

査報告が相当でない旨の意見（個別意見を含む）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 135 条参照）の取扱いについても、持続的成長に向けた企業と投資家の対話促進研究会にお

いて議論があったが、上記 61 のような株主総会時期の見直しに伴う法人税の確定申告期限の延長の

申請がなされた場合、対話促進の観点を踏まえた申請であり、かつ、他の法人税法の規定や申告期

限を基準とした税務手続き等との整合性をも踏まえて相当と認められる延長期間であれば、当該申

請は認められ得ることを国税当局から確認している。 
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図表 42 GE 社の例 

 

 
2-3 英国における株主確定と議決権行使の実務 

01 英国では、議決権行使の基準日は、株主総会の開催日から 48 時間以内で企業が

設定した日と規定されている。基準日株主と総会日の株主との乖離を最小限にで

きるメリットはあるものの、実務上、どのように対応しているかとの疑問も呈さ

れている。これに関し、本研究会では、以下の実務が紹介された（詳細は下記コ

ラム参照）。 
 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 48～72 時間前に設定されてい

ることが多い。 
 このため、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、議決権指図期限よりも前に株式を保有することで、議決権行使

ができないという事態が生じないようにしている。 
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【コラム】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 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り、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。 
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 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。 
 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。 
 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。 
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３．今後期待される対応の方向性 
 
01 本研究会では、日本の株主総会関連日程の現状や機関投資家から提起されている

問題意識について、以下のとおり確認した。 
 日本の株主総会は、決算日から総会日までの期間が諸外国に比べて短いため、

①株主・投資家による議案の検討期間が短く、②情報開示の準備や監査の期

間が十分とは言い難いといった状況にある。また、議決権行使基準日から総

会日までの期間が諸外国に比べて長いため、株主総会の意思決定が現在の株

主の利益に反するおそれがあるとの指摘もある。 
 こうした状況は、企業と投資家との対話の質を高めていく上での制約となり

うる。 
 これを解決する一方策として、議決権行使基準日を決算日とは別に設定し、

決算日と総会日との間に十分な期間を確保することが挙げられるが、機関投

資家からは、議案検討期間の拡大に加え、総会前に提供される情報の充実等

の観点から、当該方策を支持する声も寄せられている。 
 また、複数銘柄を持つような個人株主においても、株主総会の集中により総

会へ参加への機会が制限されているため、当該方策により株主総会の分散が

図られることを支持する声がある。 

 

02 このため、「対話研究会報告書」でも提言されているように、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・判断に応じて総会関連日程

を適切に設定しやすいような環境作りに向けて、関係団体等において本取組の円

滑化に向けた方策等の検討が進められることが求められる。 
 
03 これに関し、企業関係者の動きとしては、経済同友会から株主総会スケジュール

の見直しに着手すべき旨の意見も出ており、また、全国株懇連合会による実務的

な検討も始まっている。また、実際に総会日の見直しを検討している企業も存在

することも本研究会では報告された。 
 
04 更に、本研究会では、基準日を変更しようとする企業が直面すると思われる課題

や疑問について、以下のとおり確認・整理した。 
 基準日を変更した場合は、当該情報を証券保管振替機構に速やかに「通知」

を行う必要があること。なお、その場合において、決算日時点での株主確定

を行う場合は、別途、証券保管振替機構に対し、「総株主通知請求」を行う

必要があること。 
 議決権電子行使プラットフォームにおける名義株主と実質株主の紐つなぎを

行うためのプロセスは、６月総会企業に関しては、現状、議決権行使基準日
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から６週間程度で運営されており、ICJ 参加企業においてはこれを念頭に基

準日を設定する必要があること。 
 現行制度の下では、有価証券報告書や事業報告に、決算日時点での大株主の

状況等を記載する必要があるが、これに関しては、金融審議会において、議

決権行使基準日時点での記載を許容するという見直しの方向性が示されたこ

と。 
 取締役人事との関係については、執行役員からも社長を選出できるよう定款

変更を行い、総会までの期間、執行役員社長が業務執行を行えるようにする

ことで、経営体制の柔軟かつ機動的な構築を可能としている例があること（た

だし、長期間の運用にはそぐわないとの指摘もある）。 
 配当スケジュールに関しては、仮に議決権行使基準日と配当基準日を５月、

株主総会日を７月とした場合であっても、企業の株主数などの一定の条件は

あるが、持株会の住民税申告や常任代理人の租税条約届出書提出等の事務が

現行の取決め等をベースに行われれば、配当金支払開始日（通常は総会日の

翌営業日）を遅らせることにはなりにくいこと。 
 剰余金処分案を取締役会決議で決定するのであれば、株主総会時期を変更し

たとしても、配当金支払開始日に影響しないところ、企業が配当政策を十分

に説明することを前提としつつ、総会日の分散（基準日変更）とセットで提

案するのであれば、剰余金処分を取締役会決議とすることに賛同する機関投

資家も増えるのではないかとの見方があること。 
 事実上、基準日を変更して総会日を遅らせたとしても、法人税申告期限との

関係では問題とならないこと。 
 株主総会における第１四半期の決算情報の説明の在り方については、諸外国

の例が参考になる可能性があること。 

 
05 以上のような情報が、株主の議案検討や対話の期間を確保しようとする企業等の

検討の一助となることを期待する。 
 
06 また、これまで、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ことを踏まえると、関係各方面においてその慣行をベース

とした理解や実務が構築されてきていると考えられる 63。このため、引き続き、

企業のみならず、関係者において、決算日と基準日が異なることになった場合に

必要となる対応や、基準日を変更した事実を関係者にスムーズに伝えるための工

夫等について検討がなされ、株主との対話充実に取り組みやすい環境作りが進む

ことを期待する。 
 

                                                   
63 実務の積み重ねにより対応してきている総会運営のスケジュールを変更するにあたっては、株主総

会への株主の出席状況等を含め、様々な要素を勘案する必要があるとの指摘もある。 
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07 この観点からは、本年秋に取りまとめ予定の全国株懇連合会における議論・検討

に、大いに期待するところである。 
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第四章 対話支援産業への期待 
 
01 「「対話研究会報告書」において、株主総会プロセスを含む対話全般を支援する

「対話支援産業」64に対し、以下の点も含む一層の役割強化が期待されると提言

されている。 
 

１）企業と投資家が対話を行うための期間を確保するためのプロセスの徹底的な

効率化。企業の株主構成や事業活動のグローバル化の中で、国際的に最も高

い水準での対話が行えるための環境を実現することが求められる。 
２）企業と投資家の相互理解を深めるため、情報媒介者として短期的な情報に過

度に反応することなく、中長期的な企業価値に関する情報を求め、分析・評

価し、個人も含む投資家が適切に評価できるような形で提供する役割が今後

ますます重要となる。 
 
02 そこで、本研究会は、招集通知の電子提供や議決権行使の電子化、総会日の適切

な設定等の動きにより、今後、対話促進の方向で変化することが見込まれる株主

総会プロセスも念頭に入れつつ、「対話支援産業」の役割についても議論を行っ

た。具体的には、株主総会プロセスの電子化が進んでいる諸外国の状況を参考に

しながら、対話支援産業に期待される役割等について議論を行った。 
 
１．日本及び諸外国における対話支援産業の現状 
 
01 第一章で述べたように、招集通知に関する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り得るが、その実現に際し

ては、対話促進に向けた取組を支える「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も高まり、対話の充実や質の向上にもつな

がると考えられる。 
 
02 以下では、まず、日本及び諸外国における株主総会プロセスの電子化の現状につ

いて概観した上で、日本及び諸外国において提供されているサービスについて整

理する。ただし、総会プロセスに関する対話支援産業のサービスを全て洗い出せ

ているわけではない。また、諸外国の事例は、日本とは制度・文化・市場構造等

の違いがあるため、必ずしも日本にそのまま当てはめることは適切ではない場合

                                                   
64「対話研究会報告書」では、「信託銀行や証券代行、弁護士、コンサルタント、アナリスト等、株主

総会プロセスに関わる「総会支援産業」においても、より対話を促進する方向に重点を置いた取組

みが求められる。すなわち株主総会プロセスを含む対話全般を支援する「対話支援産業」として一

層の役割強化が期待される」、とされている。 
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があることに留意が必要である。 
 
1-1 株主総会プロセスの電子化の現状 

【総会関連情報の電子提供の状況】 

01 総会関連情報（招集通知等）の電子提供の状況についてみると、米国・英国では、

80％程度の株主が招集通知関連書類を電子的に受け取っている状況だが、日本で

は１％に満たない状況 65である。 
 
02 特に、米国では、議決権の電子行使サイト等、様々なルートから誘導するかたち

で、株主の電子通知への同意（登録）を得る工夫が講じられており、招集通知そ

のものも含めた総会関連情報全てを E-mail 等により電子的に受け取っている割

合（電子通知率）は高い。 
 
図表 43 個人株主における招集通知関連書類の電磁的な受取割合 

 

 
03 なお、ドイツやフランスでは、招集通知等の情報を公告又は電子公告で提供した

上で、招集通知については株主に書面で提供することが求められるが、日本の事

業報告・計算書類に相当する関連書類については Web サイトに掲載すれば書面

提供せずとも良いこととなっている。 
 
  

                                                   
65 日本では、Web 開示によるみなし提供制度により、参考書類、添付書類の一部を Web 開示。企業

の約 45％が当該制度を利用しているが、ここでは、提供範囲が限定的であることもあり、本試算に

は反映していない。 
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【議決権行使の電子化の状況】 
04 機関投資家による議決権の電子行使率についてみると、欧米（米国・英国・独国）

においては、７割～９割以上となっており、電子行使がデファクトスタンダード

になっていると言える。 
 
05 他方、日本においては、機関投資家による議決権の電子行使率（議決権電子行使

プラットフォーム経由）は全体の約 9.4％66にとどまっている。この背景には、

上場会社による機関投資家向けの議決権電子行使プラットフォームへの参加企

業数が 564 社（全上場会社数は 3,469 社）、国内機関投資家による同プラットフ

ォームへの参加者が８社（全体 342 社）67に留まっていることがあると考えられ

る 68。 
 
06 また、個人株主による議決権の電子行使率についてみると、米国は約 73%であ

るのに対し、日本はごくわずか 69と推計される。これは、日本の上場会社による

電子投票制度の採用企業数が約 32.6%となっていることなどが影響を与えてい

ると考えられる。 
 
図表 44 議決権の電子行使の状況（国際比較） 

 

  

                                                   
66 全国株懇連合会「株主総会等に関する実態調査集計表」（平成 27 年 10 月）の調査結果（プラット

フォームを経由した議決権行使比率）を基に、加重平均により試算したもの。 
67 議決権電子プラットフォームへの参加社数、上場会社数は平成 27 年 10 月末現在。国内機関投資家

（金商法の登録を受けている投資運用業者）の総数は平成 28 年 1 月末現在 
68 海外機関投資家の参加社数は約 5,000 社（平成 27 年 10 月末現在） 
69 全国株懇連合会「株主総会等に関する実態調査集計表」（平成 27 年 10 月）の調査結果を基に試算

すると、機関投資家と個人株主の双方による電子行使率は 10.4％。そのうち、機関投資家向けであ

る ICJ 経由の行使率は 9.4%と試算されるため、個人株主の電子行使率は１％程度と予測される。 
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図表 45 ICJ プラットフォームへの発行会社の参加状況（再掲） 

 

 （出所）第二回研究会における ICJ 提出資料を元に作成 

 
1-2 日本の対話支援産業の現状 

1-2-1 総会関連情報の電子提供サービスの現状 
 
01 日本の招集通知関連書類の情報提供サービスとしては、第一章で紹介したとおり、

機関投資家向けには ICJ が運営する全上場会社の招集通知一覧サイト（Arrow 
Force）があり、同サイトはプッシュ型の通知機能を備えているため、機関投資

家は同サイトに登録した銘柄について、招集通知が掲載されたタイミングで新着

情報メールが通知される仕組みとなっている。また、議決権電子行使プラットフ

ォーム上においても、招集通知関連書類が掲載されており、プッシュ型の通知機

能に加えて、議案の賛否判断の際に行使画面から参照する機能が備わっている。 
 
02 他方、個人株主向けとしては、上記のようなサービスが十分提供されているとは

言いがたい。 
 
03 その他、東京証券取引所の TDnet、情報ベンダー（Bloomberg 等 70）、各企業の

メールマガジン、アプリなどによる配信サービスが存在している。これらは、例

えば、プッシュ型の通知機能が備わっていなかったり、有料であったりするが、

議決権行使と連携しているサービスは確認できていない。 
 
04 加えて、電子通知（招集通知及び関連書類の E-mail 等による受取）への申し込

みは株主名簿管理人が運営する電子投票サイトから行うことが一般的であるが、

同サイトは株主名簿管理人ごとに分かれて運営されているため、複数の銘柄を持

つ個人株主 71は、各々のサイト上で銘柄ごとに ID・パスワードを入力しなけれ

ばならない状況である。 
                                                   
70 招集通知関連書類が TDnet に掲載され、それが情報ベンダーに自動配信される。 
71 当該複数銘柄が複数の株主名簿管理人に分かれる場合 
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1-2-2 議決権の電子行使サービスの現状 
 
05 機関投資家向けの議決権の電子行使サービスとしては、議決権電子行使プラット

フォームがあり、その効用・課題等は第二章で述べたとおりである。 
 
06 他方、個人株主向けの議決権の電子行使サービスとしては、株主名簿管理人等が

運営するサイトが一般的であるが、同サイトは株主名簿管理人ごとに分かれて運

営されているため、電子通知の登録と同様に、複数の銘柄を持つような個人株主

は、各々のサイト上で銘柄ごとに ID・パスワードを入力しなければならない状

況である。 
 
1-2-3 その他株主総会関連実務・サービスの現状  
 
07 上場会社が株主総会を運営するにあたっては、多様なプロセスがあり、そのプロ

セスごとにさまざまな関係者が関わっている。例えば、株主確定・配当支払事務

については証券保管振替機構、株主名簿管理人、証券会社等、招集通知の印刷・

封入については株主名簿管理人や印刷、コンサル会社等、議決権行使については

株主名簿管理人、管理信託銀行、常任代理人、ICJ、ISS 等が関わっている。 
 
1-3 諸外国の対話支援産業の現状 

【米国】 
01 米国では、個人株主向けの代表的なものとして、Broadridge72が提供する議決権

行使サイト（proxyvote.com）がある。同サイト上では、①電子通知（招集通知

を含む全ての書類を E-mail で受け取る場合）の登録、②株主総会情報（招集通

知等）の閲覧、③議決権の電子行使、④株主総会の出席カードの入手、⑤株主総

会のネット中継の閲覧、などが可能である。 
 
  

                                                   
72 Broadridge は米国総会委任状の 85％以上を処理している。 
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図表 46 米国の議決権行使サイト：proxyvote.com の概要① 

 
 
02 また、同サイト（proxyvote.com）にアクセスし、1 度ログインするだけで、電

子通知の登録が、全ての保有銘柄について一括で対応可能である。さらに、同サ

イト（proxyvote.com）にアクセスすれば、他の保有銘柄についても議決権を行

使できる。例えば、A 社の招集通知に記載されている管理番号を入力してログイ

ンするだけで、同じ画面上で、B 社や C 社の議決権行使ができる。すなわち、株

主が保有する銘柄は、全て口座情報によって紐付けられており、当該情報に基づ

き、保有銘柄の一覧が表示される。 
 
図表 47 米国の議決権行使サイト：proxyvote.com の概要② 

 
 
03 なお、電子通知の登録については、上記サイト以外に、①証券会社の会員サイト

上の Mailbox、②証券会社・銀行が提供する登録専用サイト、③e-delivery 登録

専用サイトなどからも行えるなど、多様なルートが用意されている。 
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図表 48 米国における電子通知の登録方法 

 
 
04 また、Broadridge 社は、Notice & Access 制度に対応したサービスとして、株主

からの書面請求に対応できるよう、株主総会関連資料の管理と送付に関するシス

テム（Inventory Management & Fulfillment System）を構築している。同シス

テムを活用し、Broadridge 社は、発行企業から事前に株主総会関連資料の紙媒

体を入手した上で、株主から書面請求があった場合に郵送したり、紙媒体の在庫

が一定数を下回った場合に自動的に発行企業に通知するといったサービスを提

供している。 
 
05 この他、Computershare 社等の証券代行業を展開する企業も、Notice & Access

制度に対応したシステムを構築し、主に登録株主に対して、総会情報の電子通知

や議決権の電子行使等のサービスを提供している。 
 
06 なお、米国企業の株主向けの HP では、総会関係資料について、紙媒体を PDF

ドキュメントにしたものに加え、①ビジュアル的に魅力的で、株主が情報を見つ

けやすい形で提供しているもの、②社長メッセージ動画等と組み合わせたもの、

③パソコンやスマートフォンなど、デバイス別に適した形で提供しているものな

どが見られる。 
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図表 49 米国：総会関係資料の Web 開示（Coca-Cola 社の事例） 

 
 
07 また、米国では電子株主総会（Virtual Shareholders Meetings）を開催する企

業が増加しつつある。電子株主総会には、①株主が直接集まる場は設けず、オン

ライン上のみで開催するもの（Virtual-Only 型）と、②従来型の株主総会とオン

ライン利用を併用するもの（ハイブリット型）の２形態がある。いずれの形態も、

オンライン上でリアルタイムに議決権が行使できるなどのコミュニケーション

が可能という点で、株主総会のネット中継とは異なる。 
 
図表 50 米国における電子株主総会の開催数の推移 
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【英国】 
08  英国では、代表的な証券代行（日本の株主名簿管理人に当たる）が

Computershare, Equinti, Capita の 3 社存在するが、3 社ともに株主専用のサ

イトを設けており、①電子通知（総会情報を全て E-mail で送付）の登録、②議

決権の電子行使、③配当受領口座等の登録情報の変更、④保有銘柄のポートフォ

リオ管理、⑤証券売買等が可能となっており、株主に対して幅広いサービスをワ

ンストップで提供している。 
 

図表 51 英国の株主専用サイト 

 
 
【仏国】 
09 仏国では、フランス証券協会が、議決権の電子行使プラットフォーム「Votaccess」

を構築しており、個人株主も含めて、①株主総会情報（招集通知等）の閲覧、②

議決権の電子行使、③総会出席カードの入手が同プラットフォーム上で可能とな

っている。さらに、同プラットフォームと代表的な証券代行の株主専用サイト（一

部除く）は連携されており、株主は、当該証券代行のサイト上で、①議決権の電

子行使、②配当受領口座等の登録情報の変更、③保有銘柄の管理、④証券売買な

どが可能となっている。また、発行企業も、自社のウェブサイトに、Votaccess
の仕組みをベースとした議決権行使用のサイトを構築している。 
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図表 52 フランスの議決権行使サイト：Votaccess の仕組み 

 
 
図表 53 フランスの議決権行使サイト：Votaccess の活用事例  

 
 
10 また、スマートフォンやタブレット向けのアプリを開発している会社があり、投

資家・株主は、当該アプリを通じて、株価やプレスリリースに加え、株主総会情

報、プレゼンテーション資料・動画、配当情報等を受け取ることができる。 
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【独国】 
11 独国では、発行企業が株主専用サイトを構築し、電子通知（総会関連書類の

E-mail 送付）の登録や議決権の電子行使を行えるようにしている例が見られる

ほか、電子通知（総会関連書類の E-mail 送付）の登録を行うインセンティブと

して、抽選により商品を進呈するケースがみられる。 
 
図表 54 ドイツにおける電子通知の登録インセンティブ 

 
 
 

２．対話支援産業に期待される役割 
 
2-1 一括プラットフォームの必要性（個人株主の利便性向上） 

01 先に述べたように、諸外国では個人株主をターゲットに、ワンストップによるサ

ービスを実施している例が多い。他方、現行の日本の電子投票サイト（通常、電

子通知の承諾も同サイトで実施する）は株主名簿管理人ごとに運営されており、

電子通知の承諾が一括でできないことに加え、電子的な議決権行使もハガキによ

る投票に比べて手間であるとの指摘がある。本研究会では、日本においても、個

人株主の利便性向上等のため、招集通知関連書類等の情報受取や議決権の電子行

使が一括で行えるようなプラットフォームを創設すべきではないか、との指摘が

なされた。 
 
02 また、個人株主の中にも、Web によって情報を高度化して欲しい者が存在して

おり、今後その傾向は増加するであろうとの指摘があった。現在でも一部の個人

株主からは、一括プラットフォームを創設する際、総会情報の日時・場所を地図

アプリやカレンダーアプリと同期することや、招集通知のみならず、決議通知や
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配当通知もプラットフォームから入手できることができれば非常に利便性が向

上するという意見があることが紹介された。 
 
03 さらに、一括プラットフォーム等により、個人株主も含めた全ての投資家が、同

じ手続でスムーズに議決権行使を出来ることが、議案に対する賛否情報等として、

会社側にとっても利益になるのではないか、との指摘がなされた。 
 
2-2 コミュニケーション充実による投票へのインセンティブ付け 

01 第一章で述べたように、日本において、個人株主の議決権行使比率の確保は重要

な論点である。この点について、個人株主は保有株式数が小口であり決議全体へ

の影響に対する無力感を抱くことも多いため、例えば、タイムリーな議決権行使

の集計結果が個人株主に報告されるなど、企業と個人株主のコミュニケーション

が増進されるものがあると、投票への動機付けになるのではないかとの指摘もな

された。 
 
02 また、個人株主は機関投資家に比べて対話の機会が制限（株主総会一回限りの企

業もある）されており、企業と個人株主の高質な対話を促進するためには、Web
上で個人株主への質問に対し、会社側が回答するという形も考えられ、双方向の

コミュニケーションが可能な形でのプラットフォーム等が有効ではないか、との

指摘もなされた。 
 
2-3 Web 活用による議案分析情報等の高度化 

01 インターネットによる情報提供が株主にもたらすメリットの１つとしては、分析

ツール等を活用し、他の情報との関連付けを行いながら、企業間の比較・分析な

どが容易となることが挙げられる。この点について、招集通知関連書類を XBRL
化すれば、過去の議案や決算書などと自動的に比較可能になるため、個人株主も

含め議決権行使が一層効率的になるのではないか、また、コーポレートガバナン

ス報告書や有価証券報告書等とタグ付けの調和等を図ることによって、例えば議

案分析サービスの充実も図られるのではないか、との指摘がなされた。 
 
2-4 英語開示の充実・効率化 

01 招集通知等の英語開示については、以前から海外機関投資家を中心として要望が

強いところである。この点について、本研究会では、１つのウェブサイトで全て

の銘柄の招集通知が一覧できることに加え、それらが英語で開示されていると、

外国人投資家も直ちに検討を始められるため、最終的には一番望ましいのではな

いか、との指摘がなされた。この点については、東京証券取引所から全上場会社

向けに、株主総会の招集通知等の英訳版（要約で可。なお、作成自体は任意）に
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ついても、TDnet に提出するよう要請（お願い）がなされている。TDnet に提

出されれば、その情報は招集通知一覧サイト（Arrow Force）や議決権行使サイ

ト等に掲載されることとなり、海外機関投資家の利便性も高まると期待される。 
 
02 また、総会終了後の決議通知については、現状、金融商品取引法上の臨時報告書

にも掲載されているが、それらの情報が一覧性のあるウェブサイトに掲載され、

かつ英語で開示されていると、投資家も一覧で見られるためメリットがあるとの

指摘もなされた。73 
 
2-5 招集通知関連書類以外の電子化 

01 現行の議決権行使書面は、本来の投票用紙という性格に加えて、株主総会当日の

出席カード（本人確認票）の役割も兼ねている場合が多い。この点について、議

決権行使書面も電子化する場合は、株主に対し、株主情報等を集約した磁気カー

ド又は航空券のｅチケットのようなバーコードを発行すれば、総会出席カードの

役割を果たせるのではないかとの指摘があった。また、株主情報等を集約した磁

気カードについては、個人株主が参加できる一括プラットフォームの創設が前提

となるものの、個人が保有する複数の銘柄情報をカバーするものとなれば、1 枚

のカードで複数の会社への総会出席や議決権行使が行えるようになるのではな

いかとの見解も示された。 
 
2-6 株主総会関連日程の実務に関する役割 

01 第三章で述べたように、上場会社が基準日を変更し、株主総会関連日程を変更す

る場合、株主名簿管理人等による配当支払実務が間に合うかどうかについて指摘

がなされ、その点については、一定の条件の下では対応可能である旨が確認され

たところである。他方、本研究会では基準日を変更した場合の実務面に与え得る

影響が全て議論されたわけではない。現在、全国株懇連合会において、実務上の

課題等の整理が検討されているところではあるが、基準日変更の事務処理の在り

方については引き続き本研究会や関係者においても検討すべきではないか、とい

う指摘がなされた。 
 
2-7 関連サービスとの連携 

01 個人株主の利便性を考えた際に、諸外国では招集通知等の受取や議決権の電子行

使機能のみならず、個人のポートフォリオ管理機能や証券売買機能等があること

も踏まえると、総会プロセス以外の関連サービスとの連携を図ることも効果的で

ある。この点について、例えば、個人株主が通常、相談等の窓口としている証券

                                                   
73 この点について、本研究会では、ICJ が提供するサービスの１つとして、総会の決議結果通知サー

ビス（但し賛否の総数ではなく、議案ごとの可決・否決の結果のみ）が存在することが紹介された。 
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会社等のサポートがあれば、総会プロセスの電子化も更に円滑に進むのではない

か、という意見も紹介された。 
 
02 また、株主総会プロセスの電子化を促進するにあたっては、マイナンバー制度（マ

イナポータル）の「電子私書箱」74機能や日本郵便株式会社が導入した「MyPost」75

などのサービスとの連携も視野に入れるべきとの指摘もなされた。 
 

３．今後期待される対応の方向性 
 
01 本研究会では、株主総会プロセスの電子化等に係るものを中心に、諸外国とも比

較しつつ、日本の対話支援産業に期待される役割について整理した。日本は、諸

外国と比べると、株主総会プロセスの電子化（招集通知等の受取や議決権行使の

電子化）等の取組は著しく遅れていると言わざるを得ない。今後本研究会の結論

等を受けて、早期 Web 開示、招集通知関連書類の電子提供、議決権行使プロセ

ス全体の電子化等の促進、株主総会関連の日程の適切な設定等の取組が進むこと

が期待されるが、その場合、これらの取組を支える対話支援産業の役割は一層重

要となってくる。 
 
02 日本が対話インフラの先進国になることを目指すにあたって、今後、以下の取組

がなされることを期待する。 
 

①諸外国の事例も参考にしつつ、個人株主も含めた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（一括プラットフォーム等）等を整備

するための課題や方策について、関係者（例えば、企業、投資家、東京証券取

引所、証券保管振替機構、証券代行、管理信託銀行、常任代理人、ICJ、証券会

社、コンサルタント等）において、新たなサービス展開の在り方に関する検討

が開始されること。その際、以下の観点も視野に入れること。 

イ）企業とのコミュニケーション充実による個人株主の議決権行使へのインセン

ティブを向上するための方策（例えば、タイムリーかつ双方向のコミュニケ

ーション機能など） 
ロ）情報の高度化を一層図るため、招集通知関連書類等の XBRL 化等の在り方 
ハ）招集通知等の株主総会関係の書類について、企業が効率的かつタイムリーに

                                                   
74 マイナンバー制度のマイナポータルとは、行政機関がマイナンバーの付いた自分の情報をいつ、ど

ことやりとりしたのか確認できるほか、行政機関が保有する自分に関する情報や行政機関から自分

に対しての必要なお知らせ情報等を自宅のパソコン等から確認できるもの。その主要機能の１つで

ある「電子私書箱」は、行政機関や民間企業等からのお知らせなどを受け取る仕組みで、民間の送

達サービスを活用して構築することを予定。 
75 「MyPost」は、大切なメッセージをインターネット上でやり取りするために日本郵便が提供する「イ

ンターネット上の郵便受け」。一部の証券代行に係る招集通知等の株主あて通知物も対象となる予定。 
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英語開示ができる仕組み・サービスの在り方 

②総会関連サービスと他の情報サービスとの連携や将来的なマイナンバー制度の

活用の在り方等についての検討が関係者により開始されること。 

③これらの検討にあたっては、招集通知関連書類のみならず、その他の株主関係

書類（総会出席カード、決議通知、配当通知、株主通信等）の電子化（電磁化

含む）や英訳等についても対象とすること。 

④株主総会日程を設定する際の実務について、適切な基準日の設定に関する全国

株懇連合会の検討結果等も考慮の上、関係者により検討がなされること。 
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第五章 対話先進国の実現に向けて 
 
01 平成 27 年、企業と投資家との対話促進に向けた取組は急速に拡大した。「対話研

究会報告書」の提言、「『日本再興戦略』改訂 2015」、そして、「コーポレートガ

バナンス・コード」の策定も受け、企業における投資家との対話充実に向けた取

組は着実に進展している。 
 
02 早期（発送前）Web 開示に取り組む企業の数は大きく拡大している。中には、

招集通知発送日よりも 3 週間も早く情報を開示した企業も存在する。議決権電子

行使プラットフォームへの参加企業数も大幅に増加している。これにより、株主

による議案の検討期間が拡大するなど、議決権行使の質の向上につながる対話環

境が構築されつつある。 
 
【機関投資家等の株主総会への出席ガイドライン】 
03 また、平成 27 年 11 月には、全国株懇連合会より「グローバルな機関投資家等の

株主総会への出席に関するガイドライン」が策定・公表されている。英訳版も作

成されており、国内外の機関投資家や関係者に広く周知が行われている。これに

より、名義株主となっていない機関投資家等が株主総会に参加しようとする場合

に企業や関係者がどのように対応すれば良いのかが明らかになった。具体的には、

名義株主から代理権の授与を受けて株主総会に参加する場合の手続等が示され

ている。 
 
04 実際、ガイドラインの策定後、海外の機関投資家から常任代理人や企業に総会出

席に関する問い合わせが寄せられており、その結果、海外機関投資家が株主総会

を傍聴することとなった事例や、海外機関投資家が総会に出席した上で議決権の

代理行使をした事例などが出てきている。 
 
05 本ガイドラインの策定に際しては、名義株主たる信託銀行や常任代理人などの関

係者の協力の下、代理手続の在り方を含めた検討が行われている。さらに、全国

株懇連合会において、グローバルな機関投資家等が名義株主の代理人として総会

に出席することを定款で認める場合の「モデル定款」も策定され、平成 28 年４

月に公表されている。このように、企業を始め、総会プロセスの関係者の努力に

より、機関投資家による議決権行使環境が整備されつつある。 
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【関係者による更なる取組への期待】 
06 さらに、全国株懇連合会においては、「適切な基準日の設定」に関する実務上の

課題等についての検討が進められており、今秋にもその内容が取りまとめられる

予定となっている。また、制度面においても、金融審議会において、法定開示書

類において議決権行使基準日時点の情報を記載できるよう整備することで、基準

日変更による事務負担を増加させないようにするという見直しの方向性が示さ

れている。このように、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・判断に応じて総会関連日程を適切に設定しやすいような環境作りに

向けた動きも進みつつある。 
 
07 これに加え、本研究会は、早期 Web 開示、議決権行使の電子化、対話支援産業

のそれぞれについて、今後期待される対応の方向性について取りまとめた。また、

招集通知関連書類の電子提供に関する新たな制度設計について提言を取りまと

めた。これらの取組・検討が着実に進めば、国際的にも遜色ない対話環境が構築

されていくものと期待される。 
 
08 他方、一般に、総会プロセスのように、長年培った慣行を変えようとする場合は

時間も労力もかかりがちである。このため、当面の間、「対話型株主総会プロセ

ス」の実現に向けた関係者の取組についてフォローアップする会合を定期的に開

催することで、企業・投資家・対話支援産業等の関係者の意識や行動変化を促し

ていくこととしたい。また、対話促進に向けた取組の進展について、内外に情報

発信していくこととしたい。 
 
09 最後に、本研究会では、研究会の名称を「株主総会プロセスの電子化」ではなく、

「株主総会プロセスの現代化」とすべきとの指摘もあった。日本企業の事業活動

や資金調達がグローバル化する中、日本が稼ぐ力を取り戻し、持続的な企業価値

創造を実現するためには、日本の対話環境そのものを、欧米諸国等と比較しても

遜色ない、あるいはより良いものとしていくことで、企業と投資家との建設的な

対話を促していくことが重要である。そのためにも、関係者による更なる取組が

着実に進展していくことが求められる。 
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第１回 日時：平成２７年１１月９日（月）１６：００～１８：００ 
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（２）研究会の経緯及び検討事項について 
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②米国等の「Notice & Access 制度」の概要及び利用実態  

③日本の個人株主の状況 

（３）議決権電子行使プラットフォームの利用効果と課題について 
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日時：平成２８年２月２日（火）１６：００～１８：００ 

議事：（１）招集通知関連書類の電子提供について   

（２）諸外国における株主総会プロセスの電子化の現状について 
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