
 

1 
 

 
 
 
 
 

第二章 議論・分析・問題提起（案） 

 
  

資料３－２ 



 

2 
 

第二章 議論・分析・問題提起（案） 

 
 
01  我が国には、持続的な企業価値の創造に向けて企業と投資家1が質の高い「対

話」を行うための環境が整っているのか。本研究会では、このような問題意識

の下、「対話」環境を形づくる以下の要素について、国際的な状況も踏まえなが

ら、現行の制度や実務の意義、課題、望ましいあり方等について議論、検討を

行った。 
 

① 企業情報開示のあり方 
② 株主総会プロセス2のあり方 

（及び日常的・継続的な対話の機会）   
③ 「対話」を行う企業や投資家、それに関係する人々の意識や行動のあり方 

 
02  以下では、本研究会における議論や意見の概要について、主な論点ごとに記

す。 
 
 
１．「対話」に関する全般的な現状認識 
 

1.1 対話に対する意識の高まり 
 

01  近年、海外の機関投資家の持株比率の上昇（次頁図表 1-1 参照）も背景とし

て、企業が機関投資家等との対話に積極的に取り組む動きが見られる。そのよ

うな対話は、株主総会の直前だけではなく、決算説明会や個別対話など年間を

通して様々な形で行われている。 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
1 当該企業の株式を現に保有している株主とともに潜在的な株主となりうる投資家を含む。以

下、同様。 
2 本研究会では、主として定時株主総会とそれに向けた事前のプロセス全体を対象とした議論

が行われた。 
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 図表 1-1：主要投資部門別株式保有比率の推移3  

 
 
02  対話においては、株主総会の議案に関する重要事項、例えば取締役会の構成

や社外取締役の割合、買収防衛策などや、コーポレートガバナンスに関する考

え方等が議論されており、企業側も経営者自らが積極的に対応する傾向が見ら

れる。 
 
03  企業における投資家との対話に対する意識の高まりが見られる一方、本研究

会においては、スチュワードシップ・コードによって求められる持続的成長に

向けた「対話」は、通常の IR 活動とは異なる面があるのではないかとの見解が

示された。たとえば、欧米における機関投資家との対話は、年間のミーティン

グ回数を増やし、その内容を全て開示するというものではなく、限られた機会、

場で長期的な企業価値向上のための突っ込んだ対話がなされているのではない

かとの問題提起があった。 
 
 

                                                   
3 東京証券取引所「平成 25 年度株式分布状況調査の調査結果について」（平成 26 年 6 月 19

日） 
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1.2 現状の「対話」環境に対する全般的な評価 
 

01  このような企業における全般的な意識の高まりやスチュワードシップ・コー

ドによる新たな段階の対話への要請の中で、我が国の企業情報開示や株主総会

プロセスは、国際的に見て「対話」を実践しやすい状況・環境にあるのかとい

う点が集中的に議論された。 
02  全般的には、情報開示の充実等、個別の要素については近年大きな改善が見

られるとの見解4が示された一方、対話プロセス全体として見たときに欧米等、

諸外国と比較して必ずしも我が国が対話先進国であるとは言えないのではない

か、あるいは、企業側は意図していないのに海外から見て対話に熱心でないと

見られてしまう状況ではないか、といった問題意識が示された。 
 
 
２．検討の視点 
 
01  本研究会では、望ましい対話環境、すなわち企業情報開示や株主総会プロセ

スのあり方を検討する上で、以下のような視点が重要ということが示された。 
 

2.1 対話を促進する目的を意識すること 
 

01 企業と投資家の対話を促進し、相互に刺激し合いながら、持続的な企業価値創

造、日本の企業、産業全体の活性化につなげていくという目的を認識しておくこ

とが重要である。この目的に照らして、国際的に見ても高い水準の対話環境のあ

り方、それを実現するための方策を議論すべきである。 
 

2.2 長期投資を促進する観点 
 

01  資本市場は、短・中・長期の時間軸や多様な見方の投資家が存在することで

機能するものであり、すべての投資家が長期投資家であることを期待するのは

現実的ではない。 
02  その上で、企業が中長期的な価値創造や持続的成長を実現するために、長期

的な投資家との「対話」を通じて価値の協創を目指すための方策に焦点を当て

るとともに、このような企業への長期投資を通じて、投資家がリターンを持続

的に確保するという好循環を促す環境づくりを目指すべきである。 
 

                                                   
4 アジア・コーポレート・ガバナンス協会（ACGA) 「CG Watch 2014」報告書 等 
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2.3 共通の背景を持つ二つの「コード」との関連付け 
 

01  企業の持続的な成長と中長期的な企業価値向上を目的とした企業と投資家の

対話においては、双方の受託者責任、説明責任を果たすという観点が重要であ

る。機関投資家の受託者責任という面では「スチュワードシップ・コード5」、

企業の説明責任という面では「コーポレートガバナンス・コード6」で示された

考え方や内容は、本研究会の問題意識と同じ背景から出ている。したがって、

本研究会における議論はこれらのコードとの関連付けを意識し、企業や投資家

にとっての手引きを示すものであるべき。 
 
2.4 総合的な検討の必要性 
 

01  開示書類や監査の統一、株主総会開催スケジュール、書面やプロセスの電子

化等は相互に関連するため、総合的な検討を行うべきである。 
02  情報開示については、企業の価値創造を伝えるという観点から見れば、法定

開示と任意開示、財務情報と非財務情報を総合的に検討する必要がある。株主

総会プロセスについても、議決権行使の基準日と年度開示、監査、招集通知の

発送タイミング等も相互に関連する。 
03  検討に当たっては、全体として対話促進につながるのかという点も含め、そ

の費用と便益を検討することが必要である。 
 

2.5 企業の規模等に応じた検討 
 

01  情報開示や株主総会のルールについては、上場会社の中でも大規模な会社と

小規模な会社、株主や株式数の違いを考慮した検討が行われるべき。たとえば、

開示ルールについては、諸外国における会社の規模による違いも参考になるの

ではないか。 
 

2.6 その他 全般的な検討の方向性 
 

01  その他、制度と運用面でできることを分けて考えるべき、現状を前提とした

議論を超えることが必要、規制強化でなく選択肢を増やす方向で検討すべき、

                                                   
5 2014 年 2 月 金融庁 「日本版スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会」より「『責

任ある機関投資家』の諸原則《日本版スチュワードシップ・コード》」公表。 
6 2015 年 3 月 金融庁・東京証券取引所 「コーポレートガバナンス・コードの策定に関する

有識者会議」より、「コーポレートガバナンス・コード原案～会社の持続的な成長と中長期的

な企業価値の向上のために～」公表。 
 



 

6 
 

海外投資家に伝えるためには単純かつ明快な内容、メッセージとなることが必

要といった意見が示された。 
 
 
３．企業情報開示のあり方について 
 

3.1 「対話」という観点からの企業情報開示 
 
01  本研究会においては、企業の情報開示について、広い意味での投資家との「対

話」、すなわち対面での対話のみならず、投資家のニーズを意識した情報提供も

含むコミュニケーション全体を促進するという観点から、以下のような見解が

示された。 
 
【対話としての企業情報開示に求められるもの】 
02  企業と投資家の対話の基礎、または広い意味での対話そのものである企業情

報開示については、投資家等の利用者にとって有用な情報が、わかりやすく、

適時かつ適切な方法で提供されることが求められている。 
03  この際、「守り」の意識での開示、すなわち他社との平仄を意識した開示やリ

スク回避的な観点からの開示だけでは、持続的成長に向けた「対話」という観

点からは不十分である。経営者はどんな人物か、企業の中核は何か、会社をど

のような方向に持っていこうとしているのかなど、通常の開示よりも大きく深

い論点について、機動的にかつ積極的に現実感を持った対話ができるかという

点が重要である。こうした深い論点について、企業と投資家が価値観を共有し

ようとする姿勢が、最終的には企業の持続的成長につながる。 
 
【対話を通じた情報開示の質の向上】 
04  情報開示は企業からの一方通行ではない。開示された情報を基に、企業と投

資家等が広い意味での対話を通じて相互理解を深め、そこからのフィードバッ

クを通じて企業が更に投資判断や株主としての権利行使等に有用な情報は何か

について理解を深めることができる。 
 
【企業の開示・対話への姿勢も投資情報】 
05  投資家にとっては、企業の対話に対する姿勢も投資情報。対話を積極的に行

わず、開示は最小限という事実そのものも別の形の重要情報である。そのよう

な企業は投資家から注目されず市場から排除されるだろうし、企業側からすれ

ば情報が求められないので開示しない面もある。 
06  一方、開示資料だけで全てが決まるわけでもない。時価総額の小さい企業は

IR スタッフの人数も少ないこともあるが、直接面談を申し込むと社長自らが出
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てくることが多く、気持ちのこもったメッセージが伝わる。あまりコストをか

けて無理に開示資料を作ることが本当に必要かという観点も重要。 
 

3.2 企業情報開示の利用者と想定すべき投資家像 
 

3.2.1 企業情報開示の利用者 
 

01  企業と投資家の対話という観点から、本研究会の検討における企業情報開示

が目的とする主たる利用者は、株主を含む投資家である。 
02  一方、開示された情報の利用者としては、投資家に分析、整理した情報を提

供するアナリストやメディア等の情報媒介者（Information Intermediary）や

債権者等の様々なステークホルダーが存在する。また、情報の分析能力という

点でも、自身ですぐれた分析を行う投資家から専門家による分析や助け等を必

要とする層まで幅がある。 
03  こうした様々な利用者がいることを前提に、企業の情報提供や対話をどのよ

うな利用者を想定して行うのか、また、そのような利用者を念頭に置くと「有

用な情報を、わかりやすく、適時かつ適切な方法で提供する」ためには、具体

的にどのように検討すべきなのか、といったことが、本研究会の検討の中心的

な議題の一つであった。 
 

3.2.2 想定すべき投資家像 
 

04  どのような投資家・株主を想定するかは、企業情報開示のみならず、株主総

会プロセス等の対話全般を通じて重要な点であり、本研究会でも様々な観点か

ら議論が行われた。 
 
【個人投資家と機関投資家】 
05  株主を含む投資家は、主として個人投資家と機関投資家に分けられる。 
06  このうち、機関投資家については、「スチュワードシップ・コード」にもある

ように、資産運用者（アセット・マネージャー）と資産保有者（アセット・オ

ーナー）に分けられる。また、制度や実務面の検討を行う上では、国内と海外

の機関投資家を区別して見ることが必要ではないかとの指摘があった。これに

加え、投資家の時間軸として、長・中・短期の投資家がいる。 
07  なお、機関投資家については、上記のように分けられ、それぞれ個別の状況

や関心に違いはあるものの、個人投資家に比べると共通の視点や行動原理（受

託者責任等）があるのではないか、情報開示を考える上ではプロ投資家とアマ

チュアの違いも意識すべきではないかとの問題意識も示された。 
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【個人投資家の目線での検討】 
08  こうした区分けを前提としつつも、本研究会で企業情報開示のあり方を検討

する際には、基本的には個人投資家を想定することが有益ではないかとの認識

が共有された。 
09  その理由は、大きく二つある。一つは、株式投資による利益の最終的な受益

者は、機関投資家経由であったとしても個人に帰着することである。このよう

な観点に立てば、企業と投資家とは個人を介してつながっており、情報開示の

あり方も対峙するのではなく対となれる対話につなげる観点から検討すべきと

の意見も示された。 
10  もう一つは、個人にとってわかりやすい情報開示であれば、機関投資家にと

っても理解しやすいものとなることである。機関投資家であっても必ずしも法

律や専門用語に詳しいわけではなく、個人が会社を理解し、魅力を感じるよう

な開示がなされることは重要である。このような観点から、米国証券取引委員

会（以下、SEC）は、情報開示を平明な言葉やグラフ等でわかりやすくするた

めのハンドブック（A Plain English Handbook7）を公表しており、その中の序

文でウォーレン・バフェット氏が「二人の姉妹に話すつもりでアニュアルレポ

ートを書く」と記していることが紹介された。 
 
【洗練された利用者と情報媒介者】 
11  それでは、開示制度を考える上ではどのような利用者を想定すべきか。本研

究会では、ある程度の分析能力がある「洗練された投資家」を対象とすべきで

はないかとの意見が示された。この点に関し、アメリカの法定開示（10K）に

おいては「洗練されたユーザー（sophisticated user）」や「合理的ユーザー

（reasonable user）」が想定されていることが紹介された。 
12  法定開示が洗練された投資家を想定するとしても、個人投資家が情報を利用

する上では、アナリスト、情報ベンダー、メディア等の情報媒介者の役割の捉

え方が重要との指摘がなされた。有価証券報告書等は、個人投資家が読み込む

のは難しく、投資の上級者でも決算説明資料やアナリスト・レポートや専門紙

を参照している8。アメリカの法定開示でも個人投資家に対してわかりやすい情

報を提供する「情報媒介者（information intermediary）」の役割が重視されて

いることも示された。 
 
 
 
 
                                                   
7 “A Plain English Handbook How to create clear SEC disclosure documents” U.S. 

Securities and Exchange Commission (1998) 
8 2012 年 6 月号「日経マネー」個人投資家調査（6500 人程度を調査）等 
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3.3 企業情報開示を考える視点 
 

3.3.1 検討の視点・切り口 
 

01  本研究会では、望ましい企業情報開示のあり方を検討するため、情報開示に

求められる要素として、情報の質（Quality）、情報の量や範囲（Coverage）、情

報開示のタイミング（Timing）、情報の開示方法（Way）という切り口（QCTW）

を意識して議論が行われた。 
 

3.3.2 企業情報開示に求められる性質（Quality） 
 
02  企業の情報開示に求められる「質」としては、想定される投資家、利用者の

目的に照らして有用であることが第一に挙げられる。これに加え、本研究会に

おいては、①わかりやすさ、②信頼性、③透明性と公正性といった性質が重要

であるとの指摘があった。 
 
【有用性】 
03  投資家が開示情報を利用する目的として、全般的には、投資判断のための企

業評価や株主としての権利行使の判断ということがある。 
04  そのための有用性を検討することは、制度の目的に応じた開示項目や企業の

判断で開示する内容や範囲（Coverage）を検討することにつながる。したがっ

て、個別項目の有用性については別項で検討されるが、その検討に当たっては、

それぞれの開示目的を明確にしつつ、投資家との対話を通じて開示へのニーズ

と実際の開示の違いを少なくしていくことが重要との見解が示された。 
 

【わかりやすさ】 
05  「わかりやすさ」あるいは理解可能性は、受け手の関心や能力によるため、

評価が難しい性質であるが、本研究会においては、「わかりやすさ」に関して、

以下のような点が挙げられた。 

① 第一に、投資家の目線で書かれ、文章が理解しやすいこと。前述（3.2.2）
のように、個人投資家にとってもわかりやすいという視点が重要である。こ

れに関し、欧米企業の開示は、比較しにくいところはあるが、投資家視点の

キーワードが入っており、より簡潔な表現や自発性を尊重した形式となって

いるとの指摘があった。 
② 第二に、包括的な情報が一つにまとまっていること。機関投資家等が新た

な投資先企業の情報を得ようとする場合、どの資料を見れば良いか「わかり

やすい」ことが重要である。特に、海外投資家にとってはこの点が重視であ
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るとの指摘がなされた。これに関し、アメリカでは法定開示（10K）とアニ

ュアルレポートが一体となっており、欧州でもアニュアルレポートで一つに

まとまっていることが示された9。 
③ この他、紋切り型（ボイラープレート）になる問題もあるが、中小型株企

業の開示水準を確保するとともに他社や過去との比較をしやすくする観点か

ら、一定の様式に対するニーズもあるのではないかとの意見が出された。 
 

【信頼性】 
06  情報の信頼性は、人によって捉え方が異なるため、企業と投資家との共通理

解が重要である。たとえば、会社法や金商法上の年度監査、四半期報告書のレ

ビュー、上場会社の内部統制や監査役監査等、信頼性を担保する様々な仕組み

がある。こうした中で、財務情報の信頼性の水準は以前に比べて格段に高くな

っているとの見方が示された。 
07  本研究会においては、求められる情報の信頼性と適時性、速報性とのバラン

スをどのように考えるかという点が集中的に議論された。 
08  特に制度開示を検討する際の視点として、情報の信頼性、適時性、内容・範

囲の三点をどのように考えるかが重要との問題提起がなされた。具体的には、

決算短信は速報値として投資家が必要とする情報が求められ、監査は求められ

ない。一方、法定開示書類（会社法、金商法）では監査によって信頼性が担保

される確定値としての情報が求められる。 
09  また、これに関し、信頼性と適時性はトレードオフではなく、同事に満たさ

れなくてはならず、求められるタイミングに応じて開示内容の詳細さ（範囲）

が異なるべきとの意見も示された。 
 
【透明性と公正性】 
10  本研究会において、投資家側からは、開示の透明性や予見可能性といった性

質を期待するとの見方が示された。 
11  これとともに、情報開示の公正性として、一部の機関投資家と企業とが対話

を深める中で、株主間で入手情報に差が出るのではないか、特に機関投資家と

個人投資家の間で入手できる情報の差をどう考えるかといった点が議論された。

この関係で、株主との対話において日本の制度下でどこまで情報提供できるの

かという問題提起があり、アメリカにおけるフェアディスクロージャー規制10に

                                                   
9 参考資料「●」を参照。 
10 Regulation FD （Fair Disclosure）は、SECにおける選別的情報開示（selective disclosure）

の禁止規則。証券を発行する企業は、その価格に影響を与える可能性のある重要な情報を特

定の株主や投資家のみに選別的に提供してはならない。また、意図的の有無に関わらず、重

要な非公開情報を規制対象者（アナリスト等）に提供してしまった場合には、「すみやかに」

公開の措置を取ることが求められる。制度概要については、参考資料「●」参照。 
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ついての言及があった。 
 

3.3.3 企業情報開示の内容・範囲（Coverage） 
 
12  開示される情報の内容、範囲について、本研究会では、投資家が企業評価や

投資判断、株主としての権利行使のために必要とする情報、あるいは現に制度

開示として要求されている情報について検討が行われた。それぞれの開示項目

は密接に関連するため厳密に分けることは難しいが、本研究会では以下のよう

な情報の性質の違いを意識した議論が行われた。 
 

情報の種類 例 
ⅰ）中長期的・継続的な企業情報 経営者のビジョン、経営戦略、中期計画、

ビジネスモデル、ガバナンス、事業ポート

フォリオや事業概要等 
ⅱ）一定期間における成果や財政

状態に関する情報 
年度決算、四半期決算や注記等 

ⅲ）株主としての権利行使（特に

株主総会における議決権行

使）等のための情報 

取締役等の選任、配当等の情報（株主総会

議案及び関連情報） 

ⅳ）臨時的な情報 組織再編等に関する情報 
 
13  上記のうち、ⅰ）～ⅲ）は定常的な情報であり、年間を通じた IR や定時株主

総会において開示が求められるものである。一方、ⅳ）は、ある事象が決定さ

れ、あるいは発生した際に単発的に開示が求められる臨時的な情報である。本

研究会では、以下では、主としてⅰ）～ⅲ）の情報に焦点を当てて検討が行わ

れた。 
14  日本の状況に照らした議論の内容については、後述（「3.4.3 情報の有用性と

効果的な伝達に関する論点」参照）するが、それぞれの情報についての一般的

な見方として以下のような意見が示された。 
 
【中長期的・継続的な企業情報】 
15  投資家が、企業の持続的な価値創造能力やガバナンス等を評価する観点から、

企業の経営方針、戦略、ビジネスモデルやESG（環境、社会、ガバナンス）情

報といった非財務情報の重要性が高まっている。これは世界的な潮流であり、

欧米各国における開示充実の動きや統合報告等の国際的な枠組み11の中でも重

                                                   
11 EU では、域内の大企業等に対して非財務情報開示の拡充を義務づける指令改正案が承認さ

れている（適用は 2017 年度）。同案では、一定の大規模会社（従業員数が 500 名超）に、環
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視されている。 
 
【一定期間における成果や財政状態等に関する情報】 
16  日本も含め、全般的に連結ベースでの開示充実が進んでおり、国際会計基準

の導入等も背景として国際的な調和も進んでいる。一方、注記情報の増大によ

り利用者にとってわかりにくいものになっており、作成者の開示負担も増えて

いるとの問題意識の下、国際的に注記等の開示フレームワーク（Disclosure 
Framework）の見直し12が議論されている。 

17  内容面では、全般的に財務情報と MD&A（Management Discussion & 
Analysis of Financial Condition and Results of Operation）との関連等が重視

されている（後述「3.4.3 情報の有用性と効果的な伝達に関する論点」参照）。 
18  一方、期間開示の頻度については、短期志向（ショートターミズム）への反

省もあり、EU においては 2015 年 11 月以降、四半期開示（期中経営報告）の

義務が廃止されている（後述「3.5.3 短期志向化に係る課題」等）。 
 
【株主としての権利行使等のための情報】 
19  会社法で定められている株主の権利とそれに関連する情報提供・開示は種々

あるが、本研究会で検討された主な情報は、定時株主総会での議案、すなわち

議決権行使に関連する情報である（後述「3.4.3 情報の有用性と効果的な伝達に

関する論点」参照）。直接的には、招集通知や取締役選任に係る情報が典型的事

例である。 
20  性質上、求められる情報の範囲は、株主総会での決議事項、議案の範囲にも

関連し、国による決議事項の違いにも関係するが、招集通知の参考資料として

株主に提供・開示が求められる範囲は、各国でそれほど違いはない（後述「4.8.2 
招集通知関係書類の電子化」や参考資料「●」参照）。 

 
                                                                                                                                                           

境、社会・労働者問題、人権、不正行為・贈収賄対策及び取締役会のダイバーシティ等に関

する諸問題に対する方針、リスク及び結果に関する情報を年次報告書で開示することを要求

している。また、イギリスでは、2013 年 10 月から、企業戦略やビジネスモデルに関する説

明を充実するなどの観点から「戦略報告書（Strategic Report）」の作成・開示が新たに要請

されている。 
12 アメリカ財務会計基準審議会（FASB）では、財務諸表の開示（注記）に関するプロジェク

トが進行しており、2014 年 3 月には公開草案「財務報告のための概念フレームワーク 第 8
章:財務諸表注記」が公表されている。これらは、時の経過とともに増加する開示情報に対応

し、財務諸表の開示をより効果的で調和が取れ、重複を少なくすることを目的とした包括的

なフレームワークを確立するため、財務諸表、MD&A、及びその他の企業より提供される情

報をより適切に統合するための方法を模索することを目的としている。 
また、国際会計基準委員会（IASB）では、2013 年 10 年から開示イニシアティブが立ち上

げられ 2014 年 12 月に「開示イニシアティブ(IAS 第 1 号の改定)」が公表されている。同改

定により、IAS 第 1 号「財務諸表の表示」における重要性、表示すべき情報、注記及び会計

方針の開示等に関する明確化が図られている。 
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3.3.4 情報開示のタイミング（Timing） 

 
21  情報開示の適時性に関し、本研究会では、開示する時点とともに頻度につい

て検討を行った。 
22  前者については、特に定常的な期間開示（年度、四半期等）に関し、できる

限り早いタイミングでの情報開示（速報性）への要請のあり方と信頼性との関

係が集中的に議論された。（後述「3.4 年度の情報開示について」） 
23  後者に関しては、主として年度、四半期、中長期の情報開示に分けて検討を

行った。（後述「3.5 四半期における企業情報開示のあり方について」） 
 

3.3.5 情報の開示方法（Way） 
 
24  情報の開示、伝達方法については、媒体・開示形式、経路・場、受け手の範

囲等が検討対象となった。企業と投資家の対話を深め、情報開示と直接・間接

の様々な対話とのフィードバックを高める観点から、情報開示をどのような投

資家、利用者に対し、どのような経路・場で行うかが極めて重要になっている。 
25  情報開示の方法を検討する前提として、最も劇的な環境変化は、IT 化、電子

情報化の進展である。IT インフラやインターネットの急速な普及（次頁図表 3-1
参照）により、開示情報の提供や利用の実務は、電子情報を基本としたものと

なっている。国際的に見ても IT 化、電子化への対応が情報開示を検討する上で

の中心課題となっている。情報の電子化を推進することにより、対話プロセス

の効率化や開示情報の充実が図られるのに加え、環境保護、IT 利用の拡大、生

産性の向上等が期待されるとの見解も示された。 
26  本研究会においても、こうした環境変化の中で開示媒体のあり方にとどまら

ず、企業情報開示の全体的な構造の見直しの方向性や具体的な方策が議論され

た。（後述「3.4.5 望ましい年度開示のあり方について」） 
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 図表 3-1：インターネットの利用状況  

 
 

 
 

3.4 年度の情報開示について 
 

3.4.1 年度開示の制度と実務 
 
＜日本＞ 

01  我が国の上場企業には、会社法に基づく事業報告および計算書類等、金商法

に基づく有価証券報告書、取引所の上場規程に基づく決算短信、３つの年度情

報開示が要請されている。 
02  上場各社は、決算日後１ヶ月程度のタイミング（平均 37 日）で、決算短信（上

場規程）により決算発表を行い、その後、事業報告及び計算書類等（会社法）

を株主総会招集通知の添付書類として、決算日後２ヶ月、株主総会の２、３週

間前のタイミング（平均 64 日）で株主宛に発送している。なお、会社法に基づ

く監査報告は決算発表の前後（平均 43 日）で行われており、半数程度の企業（平

均 42.5％）が、短信公表前に監査報告を入手している模様。 
03  さらにその後、有価証券報告書（金商法）を、総会開催の当日以降、法定期

限の直前のタイミングで、EDINET に開示している（平均 87 日、法定期限 90
日）。 
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04  これら法定開示の他、アニュアルレポート（日本語版／英語版）、CSR 報告

書及びサステナビリティー報告書などを各社の任意で作成している。 
 
 図表 3-2：我が国の上場企業における年度開示等に係る制度と実務  

 
※ ［］内の数字は、原則として、決算日からの平均日数を記載。定時総会の開催日までの平均日数の場合は「総会から○

日」としている（以下同じ）。 

 
 
＜アメリカ＞ 

05  内国公開企業は、1934 年証券取引所法に基づき、年次報告書（Form 10-K）

を SEC に提出しなければならない。また、タイムリーディスクロージャーの観

点から、年次損益情報については、速やかに公表すべきことが取引所規則によ

り要請されている。 
06  なお、会社法（州法13）では、財務会計制度に基づく財務諸表の作成は求め

られておらず、公開企業においては、株主向けの年次報告書 についても、SEC
のレギュレーションに準拠したForm 10-Kを組み込むことで一体的に作成され

ている。 
07  各社は、決算日後 1～2 ヶ月程度のタイミングで、年次業績に関する決算発表

（アーニングリリース）を行うが、規模等に応じてばらつきが見られる。（大・

中規模：33 日、37 日、小規模：58 日）その後、年次報告書（Form 10-K）は

                                                   
13 デラウェア州一般会社法（The Delaware General Corporation Law）。 
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決算日後 2ヶ月弱でSECに提出され、同時にウェブサイト等で開示されている。

（大規模：52 日、中規模 56 日、小規模：67 日、法定期限：大規模早期提出会

社＝60 日、早期提出会社＝75 日、非早期提出会社＝90 日） 
 
＜EU＞ 

08  EU 加盟国における開示制度は、EU 指令をベースとして、各国の法制度に取

り込む仕組みとなっている。 
09  年度の情報開示については、会計指令14（4 号（単体）、7 号（連結））に基づ

き、年次財務諸表、マネジメント・レポート及びコーポレート・ガバナンス・

ステートメント （マネジメント・レポートに含めて開示）の作成が要請される。  
10  欧州企業の一部には、日本やアメリカと同様、決算日後１ヶ月程度のタイミ

ングで、監査前に決算発表（アーニングリリース）を行う事例が見られるもの

の、全般的には、決算日後２ヶ月あるいはそれ以降のタイミングで決算発表を

行うケースが多い。また規模の大小を問わず、監査報告書受領後に決算発表を

行う実務が、欧州企業の特徴として見受けられる。 
 
 図表 3-3：EU における開示制度の概要  

 

                                                   
14 会計指令は、売上高、総資産及び平均従業員数に応じて、会社を大規模、中規模及び小規

模に分類した上で、小規模会社対して開示の負担を軽減するための減免措置を与えている。

ただし、上場会社等の公開会社（public interest entity）は、規模にかかわらず大規模会社

の規定を適用することとされている。 
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 図表 3-4：年度情報開示と各国規制の関係  

 

会社法・商法 
・財務諸表（単体） 
・財務諸表（連結） 
・マネジメント・レポート 
（コーポレートガバナンスに関する説明を含む） 
・取締役報酬報告書 

証取法 
 

取引所規則 
 

・経営者による宣誓書   
イギリス－プレミアム上場企業 
・長期インセンティブスキームの詳細 
・取締役の報酬放棄に係る取り決めの詳細 等 
ドイツ－プライム・スタンダード 
・英語による年次報告書 
・四半期報告書（財務諸表含む） 

  

 
 
 図表 3-5：上場企業の年度開示制度等に関する国際比較  
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3.4.2 主な検討事項 

 
11  本研究会では、上記の検討の視点を念頭に置きながら、諸外国の状況も踏ま

えつつ、我が国の年度の企業情報開示について検討を行った。全般的には、日

本の財務報告については、近年著しく改善し、諸外国と比べても充実している

部分もあるが、企業（作成者）と利用者（投資家）双方の立場から、様々な課

題が指摘された。 
 

3.4.3  3 つの制度開示（会社法、金商法、取引所規則）の併存に関する論点 
 
12  本研究会においては、企業情報開示全般に関する基本的な検討の方向性とし

て、以下のような問題意識が共有された。 

① 重複する開示要請のために、発行体つまり企業側の負担感があるのではな

いか。開示プロセスを効率化することで、生まれた工数・エネルギーを投資

家と向き合う時間に向けることで、対話の質を向上させることができないか。 
② 現行の開示が投資家・株主を含むステークホルダーに有用な情報を効率的

に伝達するものとなっているか。 
③ これまで財務情報が中心であった現行開示に有用な非財務情報をもっと組

み込めないか。 
 

13  このような観点から、本研究会においては、年度開示について特に以下の 3
点が議論された。 

① 3 つの制度開示の併存に関する論点 
② 情報の有用性と効果的な伝達に関する論点 
③ 開示のタイミング（適時性）に関する論点 

 
14  本研究会においては、三つの制度開示の併存、このうち二つの法定開示にお

ける監査、そしてこれらの開示・監査が実務として異なるタイミングで行われ

ていることに伴う課題が様々な観点から指摘された。以下は、主な指摘事項を

まとめたものである。 
 

イ．企業（作成者）における重複感・負担感 
 
【全般】 
15  三つの年度開示で似たような情報が微妙に異なる形で求められていることは、

作成者にとっての重複感、負担感があるだけでなく、利用者にとってもそれぞ
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れの開示資料を確認することは負担感がある、あるいは重複する情報は利用し

ないといった指摘がなされた。企業の負担感については、複数の書類を短期間

で作成する作業のみならず、それぞれのチェックにも多大な時間とエネルギー

がかかっている。 
16  本研究会においては、実際の開示事例を参照しながら項目間の比較が行われ

た。 
17  その中で、会社法と金商法との重複事項（図表 3-6 参照）も多いが、決算短

信と会社法、金商法との重複項目も多い（図表 3-7 参照）との指摘がなされた。

さらに、決算短信と会社法、金商法という重複だけでなく、金商法や会社法の

それぞれの開示書類の中でも記載内容の重複がある点も指摘された。 
 

【財務情報（決算基礎情報）】 
18  財務諸表については、これまで会社法と金商法で調整が行われてきている。

実務においては、最も詳細な有価証券報告書の基礎となる決算関連のデータを

整理し、当該基礎データから決算短信、計算書類等を作成するなどの作業効率

化に努めているとの事例が紹介された。一方で、このように同じデータに基づ

く情報を形を変えて作成し直すことが本当に必要なのかとの疑問が提示された。 
19  また、決算情報（財務諸表等）について、実務的には印刷会社のシステムに

情報を入れていくつもの書類に分けるサービスがあるとの言及があった。一方

で、招集通知等は発送のためにデザイン等を別途行い、印刷しており、一つの

データを形を変えて作成、印刷し直すことが本当に必要かという疑問が示され

た。 
 
【異なる形式、定義、範囲等】 
20  決算短信、事業報告及び計算書類等、有価証券報告書それぞれの根拠法令、

提出フォーマット等が異なるが、開示内容は類似している。そのため現行実務

では、作成者と監査人は、各開示書類間の整合性をチェックしなければならな

い。 
21  特に財務諸表以外の情報については、同一の項目であっても制度間で開示の

範囲や定義・概念等少しずつ異なるため、一方で作成したものを他方で活用す

ることも難しく、作成者にとって作業負担が大きくなっている例が示された。

こうした違いは利用者側にとってもわかりにくく、こうした記載の共通化すべ

きとの指摘がなされた。（いくつかの例として、関係会社の状況や新株予約権に

係る記載、持株比率の概念等が示された） 
22  また、事業報告と有価証券報告書の項目が同じであっても、追加的な記載事

項等があると情報入手に手間がかかりチェックする点も異なるため、それぞれ

独立して書類を作成せざるを得ないので重複感が大きいとの意見も示された。

（例として、１株当たり情報、設備の状況に係る記載等が示された） 
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主要な事業内容

主要な営業所及び工場並びに使用人の状況

★ 事業の経過及びその成果

★ 資金調達、設備投資等についての状況（重要なものに限る。）

直前三事業年度の財産及び損益の状況

★ 重要な親会社及び子会社の状況

★ 対処すべき課題

主要な借入先及び借入額

その他会社の現況に関する重要な事項

※★は、Ｗｅｂ開示によるみなし提供の対象外となる開示項目。

　　（現行の開示項目をベースにしつつ、会社法施行規則の改正に伴うみなし提供の

　　　範囲の拡大を織り込んだもの）

【有価証券報告書】　生産、受注及び販売の状況

【有価証券報告書】　事業等のリスク

【有価証券報告書】　研究開発活動

【有価証券報告書】　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

【有価証券報告書】　主要な設備の状況

株式会社の株式に関する事項（会社法施行規則第122条）

上位10 名の株主の状況

その他株式に関する重要な事項

その他新株予約権等に関する重要な事項

株式会社の会社役員に関する事項（会社法施行規則第121条）

★ 会社役員の氏名

★ 会社役員の地位及び担当

取締役、会計参与、監査役又は執行役ごとの報酬等の総額

★ 当該事業年度において受け、受ける見込みの額が明らかとなった会社役員の報酬等

★ 各会社役員の報酬等の額又は算定方法に係る決定に関する事項

★ 辞任した会社役員又は解任された会社役員に関する事項

重要な兼業の状況

監査役又は監査委員の財務及び会計に関する相当程度の知見

その他会社役員に関する重要な事項

社外役員を設けた株式会社の特則（会社法施行規則第124条）

他の法人等の業務執行者との重要な兼務に関する事項

他の法人等の社外役員等との重要な兼職に関する事項

会社又は会社の特定関係事業者の業務執行者との親族関係

各社外役員の主な活動状況

責任限定契約に関する事項

社外役員の報酬等の総額

当該事業年度において受け、受ける見込みの額が明らかとなった社外役員の報酬等

親会社又は子会社等からの役員報酬等の総額

記載内容についての社外役員の意見

会計監査人の氏名又は名称

各会計監査人の報酬等の額

公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務（非監査業務）の内容

解任又は不再任の決定の方針

現在の業務停止処分に関する事項

責任限定契約に関する事項

企業集団全体での報酬等

辞任した又は解任された会計監査人に関する事項

事業報告 類似・関連すると考えられる項目（太枠部分）

株式会社の現況に関する事項（会社法施行規則第120条） 【事業報告】　主要な事業内容

【有価証券報告書】　事業の内容

株式会社の支配に関する基本方針に関する事項
（会社法施行規則第118条第3号）

【事業報告】　重要な親会社及び子会社の状況

【有価証券報告書】　関係会社の状況

【有価証券報告書】　沿革

【事業報告】　主要な営業所及び工場並びに使用人の状況

【事業報告】　その他会社の現況に関する重要な事項

【事業報告】　主要な営業所及び工場並びに使用人の状況

【有価証券報告書】　従業員の状況

【事業報告】　直前三事業年度の財産及び損益の状況

【有価証券報告書】　主要な経営指標等の推移

【有価証券報告書】　対処すべき課題

【事業報告】　資金調達、設備投資等についての状況（重要なものに限る。）

【有価証券報告書】　経営上の重要な契約等

【事業報告】　事業の経過及びその成果

【有価証券報告書】　業績等の概要

【事業報告】　対処すべき課題

【事業報告】　株式会社の支配に関する基本方針に関する事項

【事業報告】　上位10 名の株主の状況

【有価証券報告書】　大株主の状況

【事業報告】　その他株式に関する重要な事項

【事業報告】　資金調達、設備投資等についての状況（重要なものに限る。）

【有価証券報告書】　設備投資等の概要

【有価証券報告書】　設備の新設、除去等の計画

【事業報告】　資金調達、設備投資等についての状況（重要なものに限る。）

株式会社の新株予約権等に関する事項（会社法施行規則第123条） 【有価証券報告書】　株式の総数等

【有価証券報告書】　発行済株式総数、資本金等の推移

【有価証券報告書】　ストックオプション制度の内容

会社役員が有する新株予約権等のうち、職務執行の対価として交付されたものに関する事項

事業年度中に使用人等に対して職務執行の対価として交付された新株予約権等に関する事項

【事業報告】　会社役員が有する新株予約権等のうち、
　　　　　　　　　職務執行の対価として交付されたものに関する事項

【事業報告】　事業年度中に使用人等に対して職務執行の対価として
　　　　　　　　　交付された新株予約権等に関する事項

【事業報告】　主要な借入先及び借入額

【事業報告】　剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の
　　　　　　　　　定款の定めがあるときの権限の行使に関する方針

【有価証券報告書】　従業員株式所有制度の内容

【有価証券報告書】　株主総会決議による取得の状況

【有価証券報告書】　取締役会決議による取得の状況】

【有価証券報告書】　株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容

【有価証券報告書】　取得自己株式の処理状況及び保有状況

【事業報告】　その他新株予約権等に関する重要な事項

【有価証券報告書】　新株予約権等の状況

【有価証券報告書】　行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等

【有価証券報告書】　ライツプランの内容

【有価証券報告書】　所有者別状況

【有価証券報告書】　議決権の状況

【有価証券報告書】　監査報酬の内容等（②その他の重要な報酬の内容）

【有価証券報告書】　監査報酬の内容等（④監査報酬の決定方針）

株式会社の状況に関する重要な事項（会社法施行規則第118条第1号） 【事業報告】　株式会社の状況に関する重要な事項

剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定めがあるときの権限の行使に関する方
針

過去2年間の業務停止処分に関する事項のうち、会社が事業報告の内容とすべきと判断
した事項

会計監査人設置会社における事業報告の内容（会社法施行規則第126条）

【事業報告】　会計監査人の氏名又は名称

【有価証券報告書】　コーポレート・ガバナンスの状況（④会計監査の状況）

【事業報告】　各会計監査人の報酬等の額

【事業報告】　企業集団全体での報酬等

【有価証券報告書】　監査報酬の内容等（①監査公認会計士等に対する報酬の内容）

【有価証券報告書】　コーポレート・ガバナンスの状況（③社外取締役及び社外監査役）

【有価証券報告書】　コーポレート・ガバナンスの状況（⑥株式の保有状況）

【事業報告】　業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容の概要

【有価証券報告書】　コーポレート・ガバナンスの状況】（①企業統治の体制等）

業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容の概要
（会社法施行規則第118条第2号 ）

【事業報告】　責任限定契約に関する事項

【有価証券報告書】　コーポレート・ガバナンスの状況（①企業統治の体制等）

【有価証券報告書】　コーポレート・ガバナンスの状況（※コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方）

【有価証券報告書】　コーポレート・ガバナンスの状況（①企業統治の体制等）

【有価証券報告書】　コーポレート・ガバナンスの状況（②内部監査及び監査役監査）

【有価証券報告書】　監査報酬の内容等（③監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容）

【事業報告】　当該事業年度において受け、受ける見込みの額が明らかとなった社外役員の報酬等

【事業報告】　当該事業年度において受け、受ける見込みの額が明らかとなった会社役員の報酬等

会計監査人設置会社における事業報告の内容（会社法施行規則第126条）

【事業報告】　公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務（非監査業務）の内容

【事業報告】　親会社又は子会社等からの役員報酬等の総額

【有価証券報告書】　コーポレート・ガバナンスの状況（⑤役員の報酬等）

【事業報告】　監査役又は監査委員の財務及び会計に関する相当程度の知見

【有価証券報告書】　コーポレート・ガバナンスの状況（②内部監査及び監査役監査）

【事業報告】　会社役員の地位及び担当

【有価証券報告書】　役員の状況

【事業報告】　取締役、会計参与、監査役又は執行役ごとの報酬等の総額

【事業報告】　各会社役員の報酬等の額又は算定方法に係る決定に関する事項

【事業報告】　社外役員の報酬等の総額

【有価証券報告書】　配当政策

【有価証券報告書】　株価の推移

【事業報告】　会社役員の氏名

図表 3-6：年度情報開示に関する項目比較①（1/2） 
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(凡例） ：有報と事業報告で類似する箇所 赤字 ：事業報告に固有の記載 青字 ：有報に固有の記載

第１．【企業の概況】

1.【主要な経営指標等の推移】

2.【沿革】

3.【事業の内容】

4.【関係会社の状況】

5.【従業員の状況】

第２．【事業の状況】

1.【業績等の概要】

「沿革」 2.【生産、受注及び販売の状況】

「主要な営業所及び工場の状況」 3.【対処すべき課題】

「その他会社の現況に関する重要な事項」 4.【事業等のリスク】

5.【経営上の重要な契約等】

6.【研究開発活動】

7.【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

「対処すべき課題」関連 第３．【設備の状況】

1.【設備投資等の概要】

2.【主要な設備の状況】

3.【設備の新設、除去等の計画】

「生産、受注及び販売の状況」

「事業等のリスク」

「研究開発活動」

「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」

「設備投資等の状況」関連

「主要な設備の状況」

「資金調達の状況」

「主要な借入先及び借入額」

第４．【提出会社の状況】

1.【株式等の状況】

（1)【株式の総数等】

「株式の総数等」関連 （2)【新株予約権等の状況】

（3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

（4)【ライツプランの内容】

（5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

「ストックオプション制度等の内容」関連 （6)【所有者別状況】

（7)【大株主の状況】

（8)【議決権の状況】

（9)【ストックオプション制度の内容】

「その他新株予約権等に関する重要な事項」 （10)【従業員株式所有制度の内容】

「新株予約権等の状況」 2.【自己株式の取得等の状況】

「行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等」 （1)【株主総会決議による取得の状況】

「ライツプランの内容」 （2)【取締役会決議による取得の状況】

「所有者別状況」 （3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

「議決権の状況」 （4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

「従業員株式所有制度の内容」 3.【配当政策】（※1)

4.【株価の推移】

「株主総会決議による取得の状況」

「取締役会決議による取得の状況」

「株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容」

「取得自己株式の処理状況及び保有状況」

「株価の推移」

第４．【提出会社の状況】

「役員の状況」関連 5.【役員の状況】

6.【コーポレートガバナンスの状況等】

（1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

　　※コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

　　①企業統治の体制等

「役員の報酬等」関連 　　②内部監査及び監査役監査

　　③社外取締役及び社外監査役

　　④会計監査の状況

　　⑤役員の報酬等

　　⑥株式の保有状況

コポガバの状況：コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

コポガバの状況：企業統治の体制等

コポガバの状況：内部監査及び監査役監査

コポガバの状況：社外取締役及び社外監査役

コポガバの状況：株式の保有状況

第４．【提出会社の状況】

6.【コーポレートガバナンスの状況等】

（2)【監査報酬の内容等】

　　①監査公認会計士等に対する報酬の内容

　　②その他の重要な報酬の内容

　　③監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容

監査報酬の内容等：「その他の重要な報酬の内容」 　　④監査報酬の決定方針

監査報酬の内容等：「監査報酬の決定方針」

「株式会社の状況に関する重要な事項」

有価証券報告書

「事業の内容」関連

「親子・関係会社等」関連

「従業員の状況」関連

「財産・損益・経営指標等の推移」関連

「組織再編、経営上の重要な契約等」関連

「事業の経過・成果、業績等の概要」関連

「大株主の状況」関連

「会計監査の状況」関連

「責任限定契約に関する事項」関連

「内部統制等」関連

「会計監査人等に対する報酬の内容」関連

（※1）単体開示の簡素化に伴い、従来注記として記載することとされていた「配当制限に関す
る注記」は非財務情報で記載することとされた。、

「監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容」関連

「監査役又は監査委員の財務及び会計に関する相当程度の知見」関連

「配当政策」関連
（剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定めがあるときの権限の
行使に関する方針を含む）
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（凡例） ：有報と計算書類等で共通する箇所

：財規等と計規で規定ぶりが一部異なる箇所

※比較情報なし

（大会社であって有報の提出義務がある会社を前提）

連結計算書類 本表（連結）

連結貸借対照表 連結貸借対照表

連結損益計算書 連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結株主資本等変動計算書 連結株主資本等変動計算書

― 連結キャッシュ・フロー計算書

― 連結附属明細表(社債明細表、借入金等明細表、資産除去債務明細表）

― その他

（連結注記表）

注記事項

継続企業の前提に関する注記 継続企業の前提に関する事項

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及び連結の範囲又は持分法の適用範囲の変更 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

会計方針の変更に関する注記 会計方針の変更

― 未適用の会計基準等

表示方法の変更に関する注記 表示方法の変更

会計上の見積りの変更に関する注記 会計上の見積りの変更

誤謬の訂正に関する注記 修正再表示に関する注記

その他の注記（会社計算規則第116条） 追加情報

連結貸借対照表等に関する注記 連結貸借対照表関係

― 連結損益計算書関係

― 連結包括利益計算書関係

連結株主資本等変動計算書に関する注記 連結株主資本等変動計算書関係

― 連結キャッシュ・フロー計算書関係

― リース取引関係

金融商品に関する注記 金融商品関係（*1)

― 有価証券関係

― デリバティブ取引関係

― 退職給付関係

― ストック・オプション等関係

― 税効果会計関係

― 企業結合等関係

― 資産除去債務関係

賃貸等不動産に関する注記 賃貸等不動産関係(*2)

― セグメント情報等

― a.セグメント情報

― b.関連情報

― c.報告セグメントごとに固定資産の減損損失に関する情報

― d.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

― e.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

― 関連当事者情報

１株当たり情報に関する注記 １株当たり情報（*3)

重要な後発事象に関する注記 重要な後発事象

(*1) 計規では、簡素な項目が規定されているのみである。

(*2) 計規では、簡素な項目が規定されているのみである。

(*3) 計規では、潜在株式調整後1株当たり当期純利益や算定上の基礎に関する規定はない。

計算書類等 本表（個別）

★ 貸借対照表 貸借対照表

★ 損益計算書 損益計算書

株主資本等変動計算書 株主資本等変動計算書

― 附属明細表（有形固定資産明細表、引当金明細表）

（個別注記表） その他

★ 附属明細書（有形固定資産及び無形固定資産の明細、引当金の明細、販売費及び一般管理費の明細）

※★は、Ｗｅｂ開示によるみなし提供の対象外となる開示項目。

　　（現行の開示項目をベースにしつつ、会社法施行規則の改正に伴うみなし提供の

　　　範囲の拡大を織り込んだもの）

注記事項

継続企業の前提に関する注記 継続企業の前提に関する事項

重要な会計方針に係る事項に関する注記 重要な会計方針

会計方針の変更に関する注記 会計方針の変更

表示方法の変更に関する注記 表示方法の変更

会計上の見積りの変更に関する注記 会計上の見積りの変更

誤謬の訂正に関する注記 修正再表示に関する注記

その他の注記（会社計算規則第116条） 追加情報

貸借対照表等に関する注記 貸借対照表関係

損益計算書に関する注記（※2) 損益計算書関係

株主資本等変動計算書に関する注記 株主資本等変動計算書関係

リースにより使用する固定資産に関する注記（※3)

― 有価証券関係

税効果会計に関する注記 税効果会計関係(*4)

― 企業結合等関係

１株当たり情報に関する注記

重要な後発事象に関する注記 重要な後発事象

連結配当規制適用会社に関する注記 連結配当規制適用会社に関する注記

関連当事者との取引に関する注記（※1) 関連当事者との取引に関する注記

(*4)計規では、繰延税金資産・負債の発生原因の記載が求められているのみであり財規のように、

    発生原因別の内訳の注記までは求められていない。

（※1)有報とは異なり、連結上相殺消去された取引についても開示が必要。ただし、計規第112条第2項第3号において、

　一般の取引条件と同様のものを決定していることが明白な場合における当該取引については注記不要とされている。

（※2）関係会社との営業取引による取引高の総額及び営業取引以外の取引による取引高の総額のみを注記することとされている（計規第104条）。

（※3）賃貸借処理しているファイナンス・リース取引について、定性的情報を記載することとされている（計規第108条）。

個別注記表（会社計算規則第98条）

項　目

計算書類等

連結注記表（会社計算規則第98条）

図表 3-6：年度情報開示に関する項目比較②（2/2） 
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※比較情報あり

第５．【経理の状況】

1.【連結財務諸表等】

(1)【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】又は【連結損益及び包括利益計算書】

③【連結株主資本等変動計算書】

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

⑤【連結附属明細表】（社債明細表、借入金等明細表、資産除去債務明細表）

(2)その他

第５．【経理の状況】

2.【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

②【損益計算書】

③【株主資本等変動計算書】

(④【キャッシュ・フロー計算書】)

―

⑤【附属明細表】（有形固定資産明細表、引当金明細表）（※5)

(2)(【主な資産及び負債の内容】)（※2)

(3)【その他】

継続企業の前提に関する事項

重要な会計方針

会計方針の変更

表示方法の変更

会計上の見積りの変更

修正再表示に関する注記

追加情報

貸借対照表関係（関係会社に対する資産・負債、担保資産、偶発債務）

損益計算書関係（関係会社に対する売上高・営業費用・営業外損益、研究開発費、減損損失）

株主資本等変動計算書関係(※4)

―(※3)

有価証券関係

税効果会計関係

企業結合等関係

―(※3)

重要な後発事象

―

―

、

（※1）連結財務諸表提出会社と関係会社との間の取引のうち、連結財務諸表の作成にあたって相殺消去された取引については、注記不要（連結財規第15条の4第2項）。

（※2）単体開示の簡素化により、記載を省略することができることとされた。

（※3）単体開示の簡素化により、記載することを要しないこととされた。

（※4) 自己株式に関する注記については、記載することを要しないこととされた。

（※5)別記事業を営む会社等、特定目的信託財産計算規則の適用を受ける特定信託財産、非上場会社を除き、有価証券明細表の作成は要しない。

重要な後発事象

注記事項

１株当たり情報

税効果会計関係

企業結合等関係

資産除去債務関係

賃貸等不動産関係

セグメント情報等

a.セグメント情報

b.関連情報

c.報告セグメントごとに固定資産の減損損失に関する情報

d.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

e.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

関連当事者情報（※1）

ストック・オプション等関係

追加情報

連結貸借対照表関係（担保資産、偶発債務、1株当たり純資産、事業用地の再評価）

連結損益計算書関係（1株当たり当期純損益等、研究開発費、減損損失）

連結包括利益計算書関係（その他包括利益に係る組替調整額及び税効果額）

連結株主資本等変動計算書関係（発行済株式、自己株式、新株予約権等、配当）

連結キャッシュ・フロー計算書関係（現金・現金同等物の期末残高と連結BSに掲記されている金額との関係、非資金取引の内容等）

リース取引関係

金融商品関係

有価証券関係

デリバティブ取引関係

退職給付関係

修正再表示に関する注記

有価証券報告書

注記事項

継続企業の前提に関する事項

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

会計方針の変更

未適用の会計基準等

表示方法の変更

会計上の見積りの変更
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図表 3-7：年度情報開示に関する項目比較15 
（決算短信と会社法・金融商品取引法に基づく開示項目の比較） 
 

 
 
 

ロ．利用者から見たわかりにくさ、使いにくさ 
 
【わかりにくさ】 
23  三つの制度開示が併存することによって似たような情報が違う形式、文書で

提供されることは、投資家やアナリストにとってもわかりにくく、重複した情

報が利用されない状態となっている。 
24  この点は、特に海外投資家や新たな投資先を検討する投資家等、どの資料を

見れば包括的な情報が得られるかを知りたい投資家にとっては問題となる。ま

た、類似情報が異なるタイミングで開示されても、（作成者が手間をかけている

割には）後から出る情報に時間を割くことはしないとの指摘もあった。 
 

                                                   
15 企業情報開示検討分科会委員提出資料より。 
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【投資判断情報としての使いにくさ】 
25  また、決算発表時の補足資料は分かりやすく読みやすいため、多くの銘柄を

抱える投資家はそれを読んで他の企業情報に移る。有報等の複数の開示書類は

対話に用いにくく、忙しくて（企業が力をかける）アニュアルレポートにも目

を通せないアナリストも多いのではないかとの指摘があった。 
26  さらに、機関投資家の財務情報の利用実態としては、速報としての決算短信、

確報としての有価証券報告書が主であり、会社法計算書類の活用は限定的であ

るとの実例が紹介された。会社法計算書類は、確報としての範囲が狭く、電子

化されていないため速報としての加工にも適していないということが理由では

ないかとの評価が示された。 
 
 図表 3-8：開示情報へのアクセスと利用経路  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ハ．二つの監査が併存することに伴う問題 
 
27  日本では、会社法と金商法で 2 つの年度監査が求められている。これに対し、

アメリカでは証券取引所法、欧州各国では会社法制により一元的に外部監査人

による監査が行われている16。 
 
（会社法監査報告書日後に発生した後発事象の問題） 

28  監査報告書の時期がずれていることによる日本固有の後発事象（決算日翌日

                                                   
16 各国の年度情報開示に係る監査の制度概要と実務については、参考資料「●」参照。 

東証 短信 

金商法 有報 

TD-NET 

EDINET 

海外財務情報 
海外財務情報 
海外財務情報 

DB

 
 

 
DB 

DB 
財務データ

 Excel へ           

ダウンロード 

非財務

情報 

（機関投資家） 

投資判断 

 

財務データ

 

財務データ

 

Excel へ           

ダウンロード 

Excel へ           

ダウンロード 

Excel へ           

ダウンロード 
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から監査報告までに発生した事象）の発生リスク、その取扱い17が国際的に見て

理解が得られにくいという問題が生じている 

（会社法監査報告書日後に特定された「開示すべき重要な不備」の問題） 
29  また、金商法に基づく内部統制監査において、会社法監査時には認識できな

い内部統制上の「開示すべき重要な不備」が特定された場合、金商法の監査意

見にも影響を与え、監査結果の不整合が生ずることになれば、株主・投資家へ

の混乱を招く恐れもある。 
 
 
 図表 3-9：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) 

加国・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) 

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

仏国・平均 12/31 (約 47 日) (約 69 日) (約 80 日) 
(注 1)  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、独国：10

億ユーロ以上、仏国：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。 
(注 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。 
(注 3) 有限責任 あずさ監査法人調べ 
                                                   
17 会社法監査報告書日後、金商法監査報告書日までに発生した修正後発事象について、計算

書類と財務諸表の単一性を重視し、有価証券報告書では開示後発事象に準じた取扱いとされ

る。（監査・保証実務委員会報告第 76 号 後発事象に関する監査上の取扱い 最終改正 平成

21 年 7 月 8 日 日本公認会計士協会）。 

決算日 
会社法の 

監査報告書日 
金商法の 

監査報告書日 

内部統制に関する 
監査報告書 

後発事象に関する 
日本固有の取扱い 

43 日 86 日（43 日差） 
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30  このような問題は、そもそも監査が 2 つ存在していることに端を発している

が、実務として、会社法の監査報告書が決算後 40 日程度、金商法の監査報告書

が決算後 80 日以上とタイミングの違いが大きいことが、更にリスクを高めてい

る。 
31  このように 2 つの監査が併存すること、また上記のようなリスクを負ってい

ることは、日本企業が他国の企業と比べて二重の負担を負っていることとなる。

とりわけ、その期間が長くなる場合には、このようなコストの問題に加え、 後

発事象に対応する手続として、議事録や稟議書の閲覧や異常な取引の有無の確

認といった追加の監査作業も増加する。 
 

ニ．制度開示と任意開示の連関性の薄さ 
 
32  本研究会では、3 つの制度開示の併存とともに、それらとアニュアルレポー

ト等の任意開示の間の関係についても議論が行われた。欧米では、法定開示を

そのまま活用・引用して、投資家向けの説明資料としてのアニュアルレポート

が作成される実務が見られる18。一方、日本の開示においては、制度開示（法定

開示）と任意開示との連関が意識されておらず、開示の効率性や統合されてい

ることによるわかりやすさ、信頼性といった観点から、こうした関連を意識す

べきとの指摘がなされた。 
 

3.4.3 情報の有用性と効果的な伝達に関する論点 
 
33  投資家等の企業情報の利用者にとって、有用な情報が効果的に伝達されてい

るか、すなわち、持続的成長に向けた「対話」という観点から、投資家の企業

価値評価や投資判断、株主としての権利行使等の目的に照らして、必要かつ十

分な内容の情報が効果的な方法で行われているのかという点について検討を行

った。以下では、前述（「3.3.3 企業情報開示の内容・範囲（Covergae）」）した

情報の区分けも念頭に置いて議論を概観する。 
 
【中長期的・継続的な企業情報】 
34  前述のとおり、中長期的な企業価値評価や投資判断のためには、長期的観点

からの会社のビジョン、経営方針や戦略の方向性等、投資家が会社の基本的な

あり方を議論、検討できるための開示が求められる。また、ガバナンスを含む

ESG（環境、社会、ガバナンス）情報等、いわゆる非財務情報の重要性も指摘

                                                   
18 本研究会においては、Ｐ＆Ｇ（アメリカ）、バーバリー（イギリス）等、欧米企業における

年度情報開示に関する実務が紹介された。参考資料「●」参照。 
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された。 
35  これらの情報は、日本企業においても開示が充実してきているが、投資家の

視点からみると必ずしも十分ではない、又は効果的に伝えられていないのでは

ないかとの問題意識が提起された。この点に関し、本研究会では以下のような

指摘がなされた。 

① ガバナンス情報の開示については、現状では外形的な情報（人数や組織形

態）に係る開示は多いが、例えば、社外取締役を企業がどのような考え方で

選んでいるのか、選ばれた社外取締役は実際どのような活動をしているのか、

さらに他の取締役はどのような形でガバナンスに関わっているのかなど、考

え方や意思決定プロセス、実際の活動に関する開示は少ない。実際に社外取

締役がどのように行動したのかわかるのは、不祥事が起こった場合の第三者

委員会の報告書においてというのは残念であり、平時にこうした点について

自発的に情報が開示されることが望ましい。 
② 日本企業のガバナンスに関する開示の方式は、必ずしも国際的な投資家の

視点のロジックとあっていないため、ある種のディスカウントファクターと

なってしまっているのではないか。 
③ 海外投資家との ESG の議論では、グローバルなサプライチェーンにおけ

る紛争鉱物の取扱いやアジアにおける児童労働の問題等が、投資家に発信す

べき情報として考えられている。一方、日本企業では、これらはグローバル

なリスク管理の一環として認識されているものの、投資家に発信すべき情報

として扱っていないのではないか。 
 

【MD&A、資本効率等に関する情報】 
36  資本効率に関する情報、または経営成果や財政状況に対する経営者の考え方

は、特に機関投資家が重視する点である。本研究会では、その具体的な開示と

して、MD&A や資本効率に関する情報開示が不十分ではないかとの問題提起が

あった。 

① MD&A19（有価証券報告書の「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロ

ーの状況の分析」）についての多くの開示例では、外部環境に左右された結果

としての業績を記載しており、紋切り型（ボイラープレート）になっている。

他方、アメリカ等では、外部環境に左右された結果だけではなく経営者によ

るディスカッション（Discussion）とアナリシス（Analysis）が行われてお

                                                   
19 日本では、2003 年 4 月より有価証券報告書の２．事業状況「財政状態、経営成績及びキャ

ッシュ・フローの状況の分析」として項目が新設されている。アメリカでは、1982 年から

SEC が、開示制度改革の一環として、「財政状態および経営成績に関する経営者による討議

と分析（Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of 
Operations, MD&A)」が年次報告書（Form 10-K）に導入されている。 
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り、示唆に富むのではないか。 
  ② 資本効率に関し、ROE に代表される株主資本の収益性、効率性が、企業

の考える社会的責任や幅広い企業価値の向上と両立することを期待してい

る。しかしながら、現状の開示例をみると、ROE 等資本収益性に代表され

る価値創造についての達成状況等に係る記載は不十分であり、例えば、ROE
の目標値やその達成状況、達成するための会社のビジョンや戦略等について、

更なる充実が必要ではないか。 
 
【株主としての権利行使等のための情報】 
37  株主総会における議決権行使を判断する情報開示あるいは対話のあり方とし

て、以下のような見解が示された。 

① 特に社外取締役も含む取締役の選任に係る情報開示が重要である。すなわ

ち、経営の舵取りや対話を担う取締役がどのような人物なのか、企業の経営

を任せられる人物なのかといった点が、株主にとってまさに見極めたい点で

あり、企業にとっても見極めてもらいたい点ではないか。 
② 対話の本質的な役割を担うのは社外取締役や CEO であり、その社外取締

役として誰を選ぼうとしているのか、あるいは社外取締役がどういうメカニ

ズムで CEO を選ぼうとするのかという、そのメカニズム自体が非常に重要

な情報。こうした点にきちんと規律を与えていくという観点からも、これら

の情報開示やそれに基づく対話が重要。さらに言えば、従来の取締役や CEO
の選び方について、株主との対話を通じて真摯に検討しなければならない段

階に来ている。 
 
【投資家目線の不足と画一的な開示】 
38  日本企業の情報開示や伝達に関し、その画一性や投資家目線の不足について

も以下のような問題提起がなされた。 

① 欧米企業との比較で見ると、特に決算発表について、日本では決算短信と

いう形での画一的（ボイラープレート的）な開示がなされているが、欧米に

おけるアーニングリリースをみると、必ずしも決まった様式はなく、開示内

容やその分量は企業の裁量に任されている。こうした諸外国の例を踏まえる

と、我が国においても、企業自身が成長の度合いや資本市場での位置づけを

十分に意識した各社に相当な水準（fair）の開示のあり方を考えるべきはな

いか。また、決算短信は法律に基づく義務開示ではなく適時開示であるため、

必要最小限の要請と企業自身の考えに基づく自発的な開示を促すことで、有

益な開示となり、投資家との対話の糸口になるのではないか。 
② 決算短信に関しては、設定側は柔軟性を設けているようだが、作成者側に

とっては拘束されているという意識が高いように見受けられる。この意識の
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差がどうして生じているのかについて、検討が必要ではないか。 
③ 取引所における適時開示（決算短信を含む）に関しては、一定の自由度が

認められているようだが、膨大な開示ガイドブックや取引所による企業開示

に係る審査・指導等が、結果として企業開示の企業の裁量を狭め、企業の自

発的な開示を阻害している面があるのではないか。 
④ 開示内容を個々の上場会社の判断にゆだねると開示の後退につながるとの

意見もあるかもしれないが、ジャスダックやマザーズに上場する新興企業を

含む、比較的規模の小さい会社では、現状いくつも似たような書類を作成す

ることに時間やエネルギーを費やしているため中身の充実まで手が回らない

面がある。企業側にある程度の裁量権を与え、自分達が必要だと思う情報を

開示させた方が、中身が濃く、投資家にとっても有益な開示になるのではな

いか。 
 
【業績予想開示】 
39  決算発表に関連して、特に決算短信における業績予想開示（数値基準に基づ

く修正開示）の実務について、以下のような指摘がなされた。 

① 企業及び投資家等（利用者）の双方から見て、開示が画一的であり運用上

窮屈である。2011 年、東証において、各社の実情に応じた多様かつ柔軟な業

績予想開示を積極的に行うための各種見直しが行われ、柔軟な業績予想開示

を行う企業も増えつつある（次頁「業績予想開示に関する実務上の取扱いの

見直し方針（東京証券取引所 平成 23 年 12 月 28 日）」参照）が20、依然と

して、従来通りの形式による様式に基づく予想開示（特定値）をすることが

一般的である。 
② 欧米企業でも、将来予測情報を任意に開示している例は多いものの、売上

高、EPS、フリーキャッシュフロー、資本的支出などの項目についての、文

章による説明やレンジ形式による開示など、各社の実情や投資家ニーズに応

じた多様な実務が伺える。 
③ また、諸外国では見られないボトムライン（当期純利益）も含む特定値の

予想が開示されることで、アナリストの議論が通期の見通しに過度に集中し、

予想を外すと文句を言うという日本固有の状況が、中長期視点での対話を阻

害しているのではないか。海外の状況も踏まえ、業績予想の必要性やあり方

を廃止も含めて検討すべき。 
④ アナリストがカバーしていないような企業の情報として、業績予想開示は

一定の役割を果たしているため、一律の廃止は難しいのではないか。 

                                                   
20 東京証券取引所「業績予想開示に関する実務上の取扱いの見直し方針について」（平成 23

年 12 月 28 日）及び「業績予想開示に関する実務上の取扱いについて【2012 年 4 月 5 日一

部追記版】」 
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＜業績予想開示に関する実務上の取扱いの見直し方針 
（東京証券取引所 平成 23 年 12 月 28 日）＞ 

１．上場会社を取り巻く環境変化に対応した柔軟な業績予想開示の実現を図

る観点から、投資者ニーズを踏まえつつ、上場会社の実情に応じた多様な

将来予測情報の開示を行うことができるような取扱いを整備 

✓  売上高、利益等に係る業績予想を開示する場合にも、そうでない場

合にも柔軟に対応できる、上場会社にとって自由度の高い決算短信

の様式を実現 

２．売上高、利益等に係る業績予想開示を実質的に強制するものと理解され

ている可能性のある以下の現行の実務を廃止 

✓  業績予想を行わない場合又は独自の形式で行う場合の東証への事前

相談 
✓  上記の場合に限定した「理由」の開示 

３．安易な開示の後退の防止やフェアディスクロージャーの観点から、見直

しの趣旨については、関係者に十分な周知等を実施 

✓ 非現実的な前提や不合理な手法によって算出された数値の開示な

ど、不合理な業績予想の開示に伴うリスクについて、上場会社に周

知 
✓  株主、投資者その他の情報利用者に対して、見直し方針の公表とあ

わせて以下の事項を周知（報道機関等に周知への協力を依頼） 

 業績予想は、合理的に仮定された条件に基づいて算出されたも

のであり、その達成を約束する趣旨のもの（経営者によるコミ

ットメント）ではないこと 
 業績予想は、その後の適切な修正を通じて、事業年度終了後に

決算発表が行われるまでの間の期中におけるダイナミックな

業績情報の適時開示の実現を意図したものであり、業績の進捗

に応じた修正が当然に予定されている 
 
 
 
 
 
 



 

32 
 

 
 図表 3-10：業績予想開示に関する実務上の見直し後の状況  

調査対象会社 
2,372 社 

見直し後の開示状況 
（’14 年 3 月期） 

うち、見直し前から

独自開示を行って

いた会社* 
＜開示期間＞ 
「２Ｑ＋通期」以外の期間の数値を

開示している会社 

335 社  
（14.1%） 

49 社  
 

＜開示項目＞ 
「売上・利益（営業・経常・当期）・

ＥＰＳ」以外を開示している会社 
（一部項目のみ 又は、項目を追加し

ている場合） 

77 社  
（3.2%） 

7 社  
 

＜開示方法＞ 
レンジによる開示を行っている会社 

11 社  
（0.5%） 

2 社  
 

＜数値非開示＞ 
業績予想数値を開示していない会社

（予想数値の代わりに数値の根拠等

を開示している場合を含む） 

76 社  
（3.2%） 

33 社  
 

(*) 業績予想実務見直しの直前期は 2011 年 3 月期であるが、震災の影響があるため、

2010 年 3 月期の決算短信を利用している。 
 
 

3.4.4 開示のタイミング（適時性）に関する論点 
 
40  本研究会においては、開示のタイミング、適時性について、特に速報性と確

報性のバランス、あるいは情報の信頼性や内容・範囲とのバランスをどのよう

に考えるべきかという点が議論された。 
41  そのような観点から、相対的に即時性・速報性が重視される決算発表と確報

性が重視される法定開示のタイミングについて、それぞれ検討を行った。 
 

イ．情報の内容に応じて異なる適時性 
 
42  本研究会では、開示のタイミングについては、その内容に応じて適時性（主

として即時性に重き）が強く求められるものと、必ずしもそうではないものが

あるとして、以下のような問題提起があった。 

① 先述の区分における「ⅱ）一定期間における成果や財政状態等に関する情

報」や、「ⅰ）中期的・継続的な企業情報」の中でも特に当期の業績に関係し
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て経営者がリスクをどう認識し、そのための方策をどのように打ってきたか

といった情報は、適時性・即時性が大切。 
② 他方、「ⅰ）中期的・継続的な企業情報」のうち、会社の長期の経営方針や

中長期の経営計画などは、経営者はどのタイミングでも「対話」することが

でき、その意味で適時性はそれ程重要ではない。 
③ 関係会社の状況のような作成に相当程度手間のかかる情報は、長期的に会

社の方向性を理解するために重要だが、必ずしも適時性は求められないので

はないか。 
 

43  このように情報の内容に応じた適時性・非適時性を前提に、例えば公表のタ

イミングを工夫することにより、開示の質を落とさずに「対話」を高めていく

工夫ができるのではないかとの指摘がなされた。 
44  その例として、以下のような時間軸の中で法定開示書類等が徐々に完成して

いくという形を志向すべきではないかとの示唆が示された。 

① 「ⅲ）株主としての権利行使等のための情報」として、総会前の早期に開

示が求められるという意味で適時性の高い議案や取締役の選任等に係る情報

等は早期に開示。 
② 作成や監査に相応の期間が係る「ⅱ）一定期間における成果や財政状態等

に関する情報」については、即時性と信頼性の確保のバランスを取りながら、

極力早いタイミングで開示。 
③ その後、作成に時間がかかり、又は必ずしも即時での開示が求められない

情報を適切なタイミングで開示。 

44  また、開示情報の電子化が進む中、それぞれの開示項目の適時性に応じて、

変わった部分だけ開示する方法が示唆された。たとえば、年度開示でも内容が

変わらない部分を毎年書かせる意味はない。変化した部分こそが投資家にとっ

て有用な情報であり、現在の方法では情報が埋没するリスクもあるため見直す

べきとの指摘である。 
 

ロ．決算発表について 
 
45  日本企業の決算発表は、平均すれば、アメリカや欧州と比較して最も早いタ

イミングで行われており、特に欧州との比較では相当全ての規模の会社につい

て早い時期になっている。したがって、この点は、高く評価すべき水準にある

との見方が示された21。 
46  その反面、日本企業の決算発表あるいは情報開示の内容だけでなく、タイミ

                                                   
21 参考資料「●」 参照。 
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ングも一律であり、企業間の横並び意識から、各社ごとのあるべき開示に対す

る意識が希薄ではないかとの問題意識が示された。 
47  したがって、本研究会での議論の焦点は、①決算発表の早期開示の要請と、

② 開示内容の信頼性確保、具体的には公認会計士や監査法人による決算内容の

確認をどの程度求めるのかという点、③決算発表の内容や範囲の 3 つのバラン

スをどのように考えるのかという点であった。 
48  この点に関し、日本企業においては、決算発表（決算短信）を会社法上の監

査報告書前に行っている企業と後に行っている企業が半数程度となっている

（金商法上の監査は後日）。アメリカでは、法定開示で求められる外部監査（監

査は一本）のタイミングは日本に比べて遅く、ほとんどの企業でその前に決算

発表を行っている。一方、本研究会でサンプルとして調査したドイツ企業の中

には監査報告後に決算発表を行う企業が多い傾向が見られる（監査は一本）。 
49  このような状況を背景として、本研究会では、以下のような指摘があった。 

① 決算短信22について、東証から早期化と公認会計士又は監査法人との緊密

な連携の確保の双方の要請がなされている。これは会社から見れば非常に重

い言葉であり、会社法監査が終わらないうちに決算発表することについては

抵抗感が極めて強い。 
② 速報性と信頼性の 2 つの要請がある中、速報性が重要であれば、決算短信

の内容は極めてシンプルなものとすべき。すなわち、後で細かい数値が変わ

った程度では動かない程度の概括的な開示を標準とし、最低限何を開示させ

るべきかという検討をすべき。また、サマリー情報のみを必須とした上で、

業績予想やその他添付書類等は個々の上場会社の判断に委ねることも一案。 
③ 後述するように、年度開示を一体的に行う観点から、決算短信の情報を総

会の招集通知や対話に活用するため充実しようとすると、東証による早期開

示の要請に対応できない問題が生じる。東証ガイドラインでは決算後 30 日

以内が望ましく、遅くとも 45 日以内、50 日を超える場合は理由と翌年以降

の計画を開示となっているが、このような規定は見直すべき。 
 

ハ．会社法・金融商品取引法に基づく年度開示について 
 
50  特に確報性や信頼性が重視される法定開示のタイミングについては、監査期

                                                   
22 「決算短信・四半期決算短信の作成要領等（2015 年 1 月版）」において、決算短信の開示

時期については「事業年度又は連結会計年度に係る決算については、遅くとも決算期末後４

５日以内に内容のとりまとめを行い、その開示を行うことが適当であり、決算期末後３０日

以内（期末が月末である場合は、翌月内）の開示が、より望ましい」との考え方が示されて

いる。加えて「決算の内容の早期開示に向けて、決算に関する社内体制の整備及び充実並び

に財務諸表監査を行う公認会計士又は監査法人との緊密な連携の確保」することが「決算発

表の早期化の要請」として規定されている。 
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間や監査報告書との関係、有価証券報告書の情報の総会前開示等が主な検討事

項となった。 
 
【監査期間と監査報告書のタイミング】 
51  年度開示について、会社法と金商法で２つの監査報告書が求められているこ

とについては、大きく以下の 2 つの問題が提起されている。 

① 2 つの監査報告の時期がずれることによる問題 
② その中でも会社法上の監査報告書のタイミングが早いことによる問題 

 
52  前者については、前述したように、企業負担や後発事象等の問題が生じてい

る。 
53  後者については、会社法上の監査報告書の提出が決算期末から 40 日前後で行

われており、諸外国と比べても極めて早いタイミングで行う必要がある。その

ため、監査の質の確保・向上の面で懸念が生じているとして以下のような問題

提起がなされた。 

① 会社法監査の早期化は、企業や公認会計士・監査法人の現場で努めてきた

結果であり、評価されるべきだが、現場における時間的制約は極めて厳しく、

限界に近い。信頼性のある情報を作成するためには、適時性の観点からは劣

るものの、一定の期間の確保が必要であり、少なくともこれ以上の会社法の

計算書類等の作成や監査報告書の早期化は現実的ではない。 
② 特に不正リスクへの対応等、近年監査の質向上や期間確保が求められる中、

実務上、金商法監査と会社法監査が合わせて行われる中で、現在の会社法監

査のスケジュールは非常に厳しい状況。 
③ 後述するように株主総会の招集通知を総会前の早期に発送することが求め

られる中、現在の株主総会のスケジュールが制約となっている。（詳細は後述

「4.4 株主総会プロセスにおける議決権行使や対話環境」「4.5 株主総会の日

程設定のあり方」参照。） 
 

【有価証券報告書の情報の有用性】 
54  金融商品取引法に基づき作成される有価証券報告書は、投資家・アナリスト

等が企業を理解する上で有用な開示書類であり、利用者にとっては、監査によ

って裏付けられている重要な投資情報となっている。また、IR 資料の作成や個

人投資家向けのレポート等の作成のベースとなるのも有価証券報告書であると

の評価が示された。 
 
【有価証券報告書の情報の総会前開示】 
55  有価証券報告書は、ほとんどの企業において株主総会の開催日以降に開示さ
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れている23。この点について、有価証券報告書の情報を株主総会前に開示するこ

との有用性や課題等について以下のような問題提起がなされた。 

① 投資家から見れば、有価証券報告書は、詳細度や鮮度という点で事業報告・

計算書類等よりすぐれているほか、有価証券報告書のみに記載される情報（事

業等のリスクなどの経営戦略的な記載等）もある。株主総会の前にこうした

情報が株主に提供されると、より有効に「対話」や議決権行使ができるので

はないか。 
② 企業側から見れば、有価証券報告書の内容自体は、株主総会の開催日前に

終えている企業もあるが、現行の株主総会の招集通知の発送のタイミングに

合わせる形での早期作成は実務上困難。また、現行スケジュールを前提にす

ると、株主総会の準備や期末決算に伴う実務が集中する中、有価証券報告書

の提出まで手が回らないとの指摘があった。 
③ 他方、総会前の厳しいスケジュールの中で、多くの企業に投資している投

資家が膨大な有価証券報告書を読み込むことは難しく、むしろ事後的な分析

に使う投資家がいるということではないか。仮に有価証券報告書の情報の中

で総会前に出すことが有益な情報があれば、その部分だけを出すことが企業

の実務を考えても現実的ではないか。 
④ 有価証券報告書を総会前に開示するためには、現在の株主総会日の後ろ倒

しも含め、総会スケジュールを見直すことが必要。 
 

3.4.5 望ましい年度開示のあり方について 
 

イ．検討の視点や方向性 
 
56  年度開示に関する上記の検討を踏まえ、望ましいあり方を考える際の全般的

な方向性として、以下のような視点が提示された。 

１） 3 つの制度開示について、それぞれの目的を踏まえつつ、欧米における情

報開示を参考にして、企業が一体的、統合的な開示を行えるよう開示内容や

方法を見直すべき。開示間の重複や微妙な違いを共通化するなど開示の効率

性、合理性を高めることで、現在そこに費やしている時間や人材等のエネル

ギーをより質の高い開示、投資家との意味ある対話に投入することが必要。 
                                                   
23 2009 年 金融審議会金融分科会「我が国金融・資本市場の国際化に関するスタディグルー

プ」からの「株主・投資者に対する経営者の説明責任の徹底の観点から、金融商品取引法上

の有価証券報告書・内部統制報告書を株主総会への報告事項にすべき」との提言を受け、定

時株主総会前の提出を可能とするための開示府令改正がなされている。（スタディグループ報

告「上場会社等のコーポレート・ガバナンスの強化に向けて」（別紙））。 
2014 年時点で、有価証券報告書を総会前に提出している上場会社の数は 11 社。（月刊監査

役第 638 号（2015 年 3 月））。 
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２） 特に「ⅰ）中期的・継続的な企業情報」を中心に、長期的視点の投資家等

にとって有用な情報の充実、より効果的な開示を行うことにより、質の高い

対話に役立つものとすべき。その際、企業が投資家との対話を通じて開示の

質を高めていく観点から、任意開示も含め、企業が自ら判断して開示を行う

自由度を高めることも重要。 
３） 上記の観点から、より有用な情報を充実するとともに、相対的に役割が低

くなったものを減らしていくという開示の重点化、スクラップ・アンド・ビ

ルドを行うことが、作成者の負担、利用者にとっての有用性の観点から重要。 
４） 開示のタイミングについては、求められる即時性と信頼性のバランスを踏

まえ、最低限必要な内容とそれ以上に企業の裁量で開示する部分を検討すべ

き。内容面で統合的、一体的な開示を目指す上では、短期的には開示（特に

金商法と会社法開示）の時期のずれを極力短縮しつつ、それ（タイミングの

違い）も前提とした検討を行うべき。 
 

ロ．一体的な情報開示の実現に向けた提案等 
 
57  前述のように、総論としては、年度決算短信や事業報告・計算書類等、有価

証券報告書の３つの情報を一体的にとらえ、それぞれのタイミングが同一でも

ずれていても相互に活用・参照可能なものとして、各開示情報を整理し、合理

化・効率化を行うことが重要ではないか、との認識が得られた。なお、その際、

アニュアルレポート等の任意開示との関係についても考慮する必要があるとの

提案もあった。 
58  そのための方策として、本研究会ではいくつかの具体的な提案や示唆が示さ

れた。それら提案等の要素と特に関連する理由は、大きく分けて以下のように

まとめられる。 
 
１） 速報性が求められる決算短信と確報性が求められる法定開示とに分け、後

者（会社法および金融商品取引法）について、開示情報を一体化するととも

に監査の一元化を行う。 

 ・ 欧米等では、決算発表をニュースリリース（適時開示）の形で早めに発

表し、監査を伴う法定開示は一元化され、後のタイミングで開示されてい

る。それとの比較でグローバル投資家から見ると確報的な法定開示がアニ

ュアルレポートという形で一体になっていることが有用。 
 ・ 諸外国で同一の年度決算に対する法定監査が二つ存在する国はなく、日

本の二重監査が、国際的に理解されにくい後発事象の処理等固有の問題を

もたらしている。 
 ・ この際にそれぞれの制度で求められている事項について、相互参照する
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方式を活用することも一案。 
 
２） 決算短信で作成・開示する情報を法定開示で引用または活用できるように

する。 

・ 日本企業の実務としては、決算短信（決算発表）と会社法の監査報告書

の日付が近く、多くの企業で決算短信（決算）と事業報告・計算書類（招

集通知）の承認を同一の取締役会等、同じタイミングに行っている。 
 ・  多くの企業の決算短信において、会社法上必要な情報（招集通知関係資

料）は既に開示されている。（招集通知発送までには印刷等の期間が必要） 
 
３） 決算関連情報や株主総会の議決権行使に必要な情報等、部分的でも統合で

きるものを同じタイミングで作成・開示。それ以外の情報は、それぞれの制

度で要請される適時性を踏まえて別途開示。 

 ・ 企業の実務において、（特に監査が必要な）財務諸表等は、基礎となる共

通の決算関連データを整理して監査を行いながら、決算短信、計算書類、

有価証券報告書等のタイミングごとに順次作成している。 
 ・ 一方、有価証券報告書は詳細の注記や財務諸表以外の情報も多いため、

現行スケジュールを前提とすると、招集通知発送のタイミングで全ての情

報を整備し、事業報告・計算書類と一緒にすることは困難。 
 ・ 投資家（株主を含む）にとって有価証券報告書の情報のうち、株主総会

前に開示・提供されることが有用な情報が存在。一方、投資家が総会前に

全ての有報情報を読み込むことは難しく、より深い分析に使う部分等は、

早く開示する必要性は薄い。 
 
 
４） 金商法は連結、会社法は単体のみを求める（それぞれ任意では開示可）な

ど連結と単体情報の役割を明確化 

・ 一般的に投資家にとって重要なのは連結情報であり、単体情報を見るこ

とはなく、原則として連結のみの開示で十分。 
・ 会社法上、単体情報を必要とする利益処分等の情報が存在。一方、投資

家からは、連結ベースでの配当可能利益を求められるため、この点（分配

可能利益の考え方）も見直すべきとの意見もあった。 
 
59  これらの統合、一体化に関連する横断的な論点として、以下のような提案、

示唆もあった。 

① それぞれの制度開示における項目間の用語や定義、開示の範囲等の重複排
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除や違いの共通化等の見直しを行うべき。 
② 財務諸表の注記について包括的に必要性を検討し、一つにしていくとわか

りやすい。その上で単体開示を含め注記を最小限にする検討をすることも有

益。 
③ 法定開示と任意開示（アニュアルレポート等）との関連付けを意識して、

それぞれを検討すべき。法定開示資料は対話には使われにくいため、たとえ

ば、有報等の記載事項を対話を意識したものとする一方、アニュアルレポー

トの財務情報として統合することも一案。 
 

ハ．一体的な情報開示のイメージ 
 
60  本研究会では、上記の提案等で示された要素を踏まえ、3 つの制度開示があ

ることを前提として、以下のような概念的なパターン（図表 3-11 参照）をまと

め、あるべき姿についての検討を行った。 
 
 
 図表 3-11：開示資料の相互活用等のイメージ  
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１）イメージ１＝組込み型（Module型） 
： １つの書類で開示された情報内容を、そのまま別の書類に組込み又は参照。 

    ・ 書類としてはそれぞれ開示。 
    ・ 一方の開示書類を他方の開示書類の中で取り込み、活用する。 
    ・ 一方の開示情報は、他方の開示情報に包含される。 
    ・ 開示の時期は、同時、異なる時期でも可。 

 
２）イメージ２＝調和・溶け込み型（Merge型） 
： 一つの書類で開示された情報内容を、別の書類の開示内容として活用し易

くする。 

 ・ 書類としてはそれぞれ開示。 
 ・ 同一項目については、一方の書類の開示情報をそのまま他方の書類に記

載する（開示項目は異なることもあり得る）。 
 ・ 開示の時期は同時、異なる時期でも可。 

 
３）イメージ３＝統合型（Integration型） 

  ： 書類を一体化し同一タイミングで開示。 

・ １つの開示書類を、それぞれの要求事項を満たす形で作成。 
     （一方で要請される開示項目の明示が必要となる場合には、リファレン

ス表を添付することも一案。） 
・ 開示は、当該開示書類の開示時となる。 

 
61  これらの概念図では、それぞれの開示全体がひとまとまりとなっているが、

前述のように、たとえば、有価証券報告書の情報のうち、株主総会における議

決権行使のために有効な情報を切り出して計算書類・事業報告等とあわせて株

主に提供することなども考えられる。 
62  また、有価証券報告書又はその中の情報を（計算書類・事業報告とともに）

株主総会前に開示することになると、情報量や監査事項等が増えるため、電子

化の更なる活用や株主総会日を変更する必要があるとの指摘もあった。 
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3.5 四半期における企業情報開示のあり方について 
 

3.5.1 四半期開示の制度と実務 
 
＜日本＞ 

01  我が国の上場企業には、金融商品取引法に基づく四半期報告書と証券取引所

の上場規程に基づく四半期決算短信、２つの四半期開示が要請されている。 
02  上場各社は、四半期決算日後１ヶ月程度のタイミング（平均 32 日）で、四半

期決算短信（上場規程）により決算発表を行い、その日以後に、四半期報告書

（金商法）を EDINET に開示している（平均 38 日、法定期限 45 日）。両者の

開示タイミングは、平均 6 日程度のズレがある。 
 
 
 図表 3-12：我が国の上場企業における四半期開示（時期・内容）  
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 図表 3-13：四半期決算短信と四半期報告書の開示比較（2015 年 3 月期第 1 四半期） 
 

 
 
 
＜アメリカ＞ 

03  日本と同様、内国公開企業は、1934 年証券取引所法に基づき、四半期報告書

（Form 10-Q）を SEC に提出しなければならない。また、タイムリーディスク

ロージャーの観点から、四半期損益情報については、速やかに公表すべきこと

が取引所規則により要請されている。 
04  大規模な企業の中には、より早期にアーニングリリースを行う企業も存在す

るが、全般的にはアーニングリリースと四半期報告書（Form 10-Q）の開示タ

イミングを近いという傾向がうかがえる。 
 
＜EU＞ 

05  EU では透明性指令により、規制市場で株式の取引が認められる企業につい

てのみ、「期中経営報告（Interim Management Statement）」の開示が要請さ

れている。 
06  期中経営報告の内容としては、上期と下期の 2 回、発生した重要な事象及び

取引並びにそれらの影響についての説明、財政状態及び業績の全般的説明が求

められているが、実務的には期中ハイライトや見通し（Outlook）など、日本や

アメリカの四半期報告に比して相当に簡便な内容となっている（概ね 5 ページ

程度）。 
07  なお、同報告義務は、多くの中小企業にとって著しい負担である一方投資家
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保護目的としては必要ないこと、短期的業績志向指向を促進し長期的投資を妨

げることを背景に、2015 年 11 月までに廃止されることとなっている。 
 

3.5.2 ２つの四半期開示に係る課題等 
 
08  我が国の四半期開示制度、すなわち、四半期報告書と四半期決算短信のあり

方について、上記のような諸外国の状況も踏まえた議論が行われた。 
09  本研究会においては、２つの四半期開示書類のタイミング・内容、求められ

る信頼性（レビューの要否）の程度、任意化の適否について、企業（作成者）

と利用者（投資家）双方の立場から、様々な課題が指摘された。 
10  まず、２つの四半期開示書類の開示タイミング・内容については、現状いくつ

かの実務が見られるものの、平均６日のズレの中で、ほぼ同じ内容の情報を開

示することに追加的な便益は乏しいとの問題認識が、企業（作成者）及び利用

者双方の間で共有された。 
11  そのうえで、利用者にとってのわかりやすさと開示実務の効率化の観点から、

両者の一本化を図るべきとの意見が多く示された。具体的な対応としては、情

報の信頼性を担保する観点から、（１）四半期報告書をベースとする（四半期決

算短信は任意化）、あるいは、（２）四半期決算短信の内容を四半期報告書のサ

マリー情報としつつ、開示日を可能な限り近づけるなどの考え方が提案された。 
12  また、一本化された四半期情報として必要とされる開示内容や、求められる

信頼性（レビューの要否）の程度については、企業・投資家双方の費用対効果

を踏まえつつ、更なる検討が必要であるとの指摘がなされた。 
 

3.5.3 短期志向化に係る課題等 
 
13  さらに、四半期情報そのものの意義・有用性についても議論が及んだ。現行

の四半期開示が投資家・アナリスト等の短期志向を招いている面があり、中長

期視点での対話を促進する観点からは、第１・第３四半期の開示義務を廃止し、

ビジネスモデルや経営戦略・課題等に焦点を当てるべきとの指摘があった。 
14  また、四半期情報に対するニーズは、業種・セクターあるいは市場区分等に

よって異なることから、投資家との対話の中で、企業自らが有用性を判断し、

四半期開示の要否や内容を決定すべきではないかとの意見もあった。 
15  この点、EU 域内の規制市場では、期中経営報告（Interim Management 

Statement）の開示が義務付けられていたが、2015 年 11 月以降廃止が決定さ

れている。その背景としては、多くの中小企業にとって著しい負担である一方、

投資家保護目的としては必要ないこと、短期的業績志向を促進し長期的投資を

妨げることが挙げられている。 
16  その一方で、中長期的な方向性の進捗状況を確認するために四半期業績を把
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握することは有用であり、インサイダー情報に関するリスクの観点からも必要

ではないかとの指摘がなされた。 
17  四半期開示義務の是非については、企業・投資家双方の費用対効果、市場関

係者に及ぼす影響といった多面的な観点から、海外動向も踏まえつつ、引き続

きの検討が必要との意見が示された。 
 

 

４．株主総会プロセスのあり方について 

 

 

4.1 対話の一環としての株主総会プロセス 

 
01  本研究会では、株主総会を企業と投資家の対話の一環として捉え、その現状

や課題、望ましいあり方を検討した。検討に当たっては、招集通知の発送から

株主総会開催日までの過程だけではなく、株主総会前の議案検討や株主との対

話も視野に入れた議論が行われた。 
02  取締役の選任等を決議する株主総会プロセスは、企業、投資家双方にとって

重要なものとして認識されている。特に投資家側からは、投資先企業の状況を

把握し、建設的な対話をする上で重要な場であり、株主の意向をどのように反

映できるかに関心があるとの意見が示された。 
03  その一方で、株主総会は対話の場とはなっていないとの見方も存在する。過

去には「株主総会はなるべく時間内に終わらせることが重要」という考えのも

と対話を重視しない運営が行われていたとの指摘もなされた。また、一般的に

機関投資家は総会への出席を重視していないとの意見もある。 
04  こうした現状認識に対し、株主総会を対話の場として重要でないと認識して

しまうとその運営がますます形式主義に陥る、むしろ今後の株主総会プロセス

を「対話する」方向で再定義し、それに関わる人々の意識と行動を変えていく

べきではないかとの問題意識が示された。 
05  本研究会では、このような問題意識を出発点として、株主総会プロセスを企

業と株主の意味ある対話を行う場としていく観点から検討を行った。 
 
 

4.2 株主総会の位置づけ（概念論）～株主総会の 2 つの側面～ 

 
01  それでは株主総会とはどのような場なのか。 
02  株主総会には 2 つの側面があり、これらを分けて検討するべきとの考えが示

された。すなわち、株主が決議によって意思決定を行う機関としての側面と、

会議を開いてものを決める会議体としての側面である。 
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03  これら 2 つの側面に着目して、本研究会では以下のような問題提起がなされ

た。 

① 意思決定機関としての株主総会の機能は、（取締役等他の機関との関係で）

どのようなものか。あるいはどうあるべきか。 
② 会議体としての株主総会は、実際上、どのような位置づけ、意義があると

認識されているのか。あるいはどうあるべきか。 
 
【意思決定機関としての株主総会とコーポレートガバナンス論】 

04  我が国の会社法上、全ての意思決定は本来株主（株主総会）がすべきとの前

提に立ち、取締役会はその一部を委譲される形となっている。これに対し、米

国やドイツでは、そもそも取締役（会）が固有の決定権限を持っているとの位

置づけであり、日本とは異なる。 
05  株主総会の権限に関する議論については後述する（「4.10 株主総会の決議事項

のあり方」参照）が、大きな論点として、株主総会の権限と表裏の関係にある

取締役（会）、経営者の権限をどのように位置づけるのかということがある。 
06  この点に関し、日本におけるコーポレートガバナンスをめぐって、取締役会

の監督機能（スーパーバイザリー・ボードとしての機能）を強化する方向での

議論が行われており、株主総会との役割分担を検討する必要性が高まっている

との指摘がなされた。 
 
【「会議」での意思決定というフィクション性】 

07  これら 2 つの側面に関する考え方、制度や実務は国によって異なる。本研究

会では、日本の株主総会制度が、諸外国と比べて、より「会議」に着目した制

度設計や株主保護を図ってきた経緯が確認された。 
08  その一方で、以下のような現実を踏まえ、株主が「会議」に参加して意思決

定を行うという建付け、特に株主数が多い上場企業ではその「フィクション」

性が高まることをどう理解すべきかという問題提起がなされた。 

① 株主が多い上場会社では、全ての株主が株主総会に物理的に出席すること

は現実的でないこと 24（収容できる会場がない） 
② 議決権の多くは（総会に必ずしも出席しない）機関投資家等が握っており、

総会の決議は事前に決していること25 

                                                   
24 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 26 年 10 月）において回答の

あった上場企業 1,679 社のうち、株主数が 1 万人を超える企業が約 33％、うち 5 万人を超え

る企業は約 8％。他方、当日株主総会に出席した株主の議決権のある総株主数に対する比率

は、約 3％未満となっている企業が約 72％（1％未満となっている企業は約 28％）。 
25  議決権を有する株主のうち個人株主比率が 4 割以下（それ以外の株主比率が 6 割超）の企

業は、約 7 割（商事法務「株主総会白書 2014 年版」（2014 年 12 月 1 日臨時増刊号））。 
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09  こうした現実は各国共通の事象であり、企業の活動と株主構成がグローバル

化する中、より顕著になっている。企業と投資家の対話の場としての株主総会

のあり方を考える上では、制度としての建前を超えて、なぜ会議を開かなけれ

ばならないのかも含め、現実的な意味を再検証すべきとの指摘がなされた。 
 
10  本研究会においては、以上のような株主総会の 2 つの側面とそれぞれに関連

する問題意識を念頭に置きつつ、実務における株主総会の位置づけを検証した。 
 
 

4.3 株主総会の位置づけ（実務） 

 
01  それでは、実務の観点からは株主総会プロセスはどのように見られているの

か。 
02  本研究会では、企業と投資家等から見た株主総会は、大きく 2 つの意義を持

つプロセス、すなわち「決めるためのプロセス（決議の場）」及び「対話のため

のプロセス」として位置付けられていることを確認した。これらは相互に関連

しており、厳密に分けられるものではないが、どちらに重点を置くかによって、

株主総会に対する意識や行動、課題認識に違いが出てくると考えられる。 
 

4.3.1 決めるプロセス（決議の場）としての株主総会 
 
【企業側の視点】 
03  上場企業にとって、株主総会は決議の場であり、まず法律で決められた手続

や開示を最低限きちんと行うことが求められる場である。そのために相当な労

力をかけて準備を行う重要なイベントであると認識されている。 
04  こうした事前の準備に関しては、信託銀行等から株主総会の進め方に関する

リハーサルや質疑応答の練習、アドバイス等が行われているとの実務も紹介さ

れた26。信託銀行からは、一般的に新任された経営者においては、会社法とは何

か、株主総会とは何か、株主総会運営はどのように行うかなどから学ぶ状況に

あり、株主とどのようにコミュニケーションするかという段階まで議論が至っ

ていないのではないかとの指摘が示された。 
05  その一方で、大規模な上場企業の場合、事前の議決権行使の割合が高まって

おり、決めるプロセスとしての株主総会という意味では、総会当日よりも事前

の機関投資家等との対話が重要になっているのではないかとの認識が示された。 
06  これに関連し、仮に事前の議決権行使で議案の決議要件を満たした場合には、

                                                   
26 企業におけるリハーサルの内容や想定問答の準備の状況等については、参考資料「●」参

照。 
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株主総会の当日の状況に関わらず決議が有効に成立するというようなことが実

現できれば、例えば取締役による説明義務違反等による株主総会決議取消しの

リスクから解放され、活発な質疑応答の実現や名義株主ではない機関投資家等

による株主総会への出席要請にも応じやすくなるのではないか、との指摘もあ

った。 
 
【機関投資家等による議決権行使】 
07  株主総会における決議について、機関投資家は、議決権行使を株主総会前に

行っており、株主総会当日に出席することはほとんどない。このため、議決権

行使の結果は、ほとんどの場合で事前に判明している。 
08  なお、国内外の機関投資家の実際の議決権行使に際しては、様々な主体（す

なわち、①資金の所有者・拠出者としての個人・アセットオーナー、②資金運

用の受託者としてのアセットマネージャー、③運用商品の売買、配当、一時金

の支払いなどを行う資産管理機関等）が関与するため、下図のような整理を行

った。 
 
 
 図表 4-1：議決権行使の流れ（国内） 
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 図表 4-2：議決権行使の流れ（海外→国内） 

 
 
 
09  関連して、機関投資家等における一般的な議決権行使プロセスの例として以

下のような流れが紹介された。全般的には、機関投資家は、非常に限られた期

間（実質 3 日等）で議案を検討し、株主総会前に議決権行使を済ませている。 

① 株主名簿管理人から招集通知・議決権行使書面が常任代理人（資産管理信託

等）に送付される。 
② 常任代理人（資産管理信託等）は、投資一任業者に招集通知等を郵送（遅く

とも株主総会の 8 営業日前まで）。 
③ 資産管理信託は、株主総会の 5 営業日前までに投資一任業者から議決権行使

内容について指図を受け、集計し常任代理人に郵送。 
④ 海外投資家についても基本的には同様のプロセスであるが、資産管理機関と

してのグローバルカストディアンとサブカストディアン（常任代理人）が契

約を結んでいる。 

10  諸外国においても、事前に議決権行使結果が判明している点や機関投資家の

株主総会への出席の傾向は同様である。 
 
【個人株主による議決権行使】 

11  機関投資家等による議決権行使だけではなく、個人株主による議決権行使に
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ついても言及がなされた。すなわち、機関投資家等による議決権行使の割合は

比較的高いが、個人株主については相対的に議決権行使比率が低い実情にある。

こうした実情を踏まえつつ、その原因や改善のための方策も含め、検討すべき

との指摘もあった。 
 

4.3.2 対話のプロセスとしての株主総会 
 
12  本研究会においては、株主総会を対話のためのプロセスとして捉える視点と

して、大きく分けて機関投資家等との事前対話と総会当日における株主との対

話の側面が議論された。 
 
【機関投資家等との事前対話】 

13  上述のとおり、機関投資家にとっては、株主総会の当日は必ずしも対話の場

ではなく、むしろ年間を通じた平時のコミュニケーションが重要であり、その

積み重ねが株主総会における議決権行使にもつながる。 
14  このような観点から、特に株主総会前のプロセスにおいて、企業は株主総会

における議案も含め、機関投資家への説明・意見聴取（IR）を様々な形で実施

している。 
15  また、現状、株主総会における議案がほとんどの上場会社で可決されている

ことを念頭に置けば、事前に企業と株主が対話を行い、議案を作成する際に結

果を反映させることが重要であり、株主からの意見を得ることで会社に緊張感

が生まれるのではないかとの指摘があった。 
16  このような観点からの対話は、前述の「決めるプロセス」としての総会にお

ける機関投資家等の議案検討、議決権行使の質を高めるためのものとも言える。 
 
【株主総会当日における株主との対話】 

17  これに対し、株主総会の当日の「対話」の意義についても議論が行われた。

現状、株主総会の出席者のほとんどは個人投資家であり、企業は、株主総会当

日は個人投資家に主眼を置いた対応を行っているとの指摘があった。 
18  このような企業は、個人株主が参加しやすい土日開催27やわかりやすいプレ

ゼンテーションの作成28、株主総会と合わせた説明会の実施等、個人株主に配慮

した取り組みを行っているとの報告があった。 
19  個人投資家は、機関投資家のように企業と直接対話する機会が他にないこと、

                                                   
27 株主総会を土日に開催した企業は、40 社／2,358 社（金融庁「コーポレートガバナンス・

コードの策定に関する有識者会議 第 3 回 資料３ 関連するデータ等」より）。 
28 動画やパワーポイントの活用など、株主総会のビジュアル化に取り組んでいる企業は、約 8

割にのぼる（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 26 年 10 月）に

おける回答企業 1,679 社のうち）。 



 

50 
 

経営者の振る舞いや姿勢等の非言語情報を得られることなどから、株主総会で

の対話の機会を重要視しているとの指摘があった。また、このような観点から、

株主総会に参加しやすい日時設定（夕方、土日等）、株主総会や決算説明会の動

画掲載等を求める声が紹介された。 
20  また、機関投資家についても、議決権を事前に行使した上で株主総会に参加

する場合や海外投資家が来日する機会に参加を望む声もあるとの指摘もあり、

株主総会当日は個人株主が主眼ではあるが、あらゆる投資家が参加する可能性

があるとの前提で考えるべきとの意見も示された。 
 

4.3.3 企業規模に応じた運用ルール等のあり方 
 
21  株主総会のこのような各側面のうちどれを重視するのか、たとえば事前プロ

セスと株主総会当日の比重や望ましい形は企業規模によって異なってくる。特

に、株主数が多い、機関投資家比率が高いといった大規模な企業では、株主総

会当日よりも事前のプロセス（事前の対話、議決権行使）の重要性が高いとの

見解が示された。 
22  したがって、株主総会プロセスの運用ルール等についても、上場企業という

形で一括り・一律に適用せず、株主数やその構成等に応じ、極めて大規模～中

小規模まで異なる形でその適用等について検討されるべきとの指摘がなされた。 
 
 

4.4 株主総会プロセスにおける議決権行使や対話環境 

 
01  以上のような株主総会の位置づけを踏まえ、現在のプロセスが投資家の議案

検討や「対話」を行う環境はどうなっているのか。果たして質の高い判断や対

話を行うことができるものとなっているのか、課題は何かといった点について

議論が行われた。 
 

4.4.1 現状の実務と課題 
 
【議決権行使プロセスの現状実務と問題点】 

02  株主総会に至るプロセスにおいては、招集通知やその添付書類の作成、印刷、

発送を企業が行った後、信託銀行等を経て機関投資家の下に届くには相応の期

間が必要（先述「4.3.1 決めるプロセス（決議の場）としての株主総会」参照）

となる。その中で、日本企業においては、決算日から 3 か月以内に株主総会を

開催している。 
03  前述したように、このようなスケジュールの下、機関投資家等が招集通知等

を受け取ってから議決権行使を検討する期間、具体的には、機関投資家等が議
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案を精査・検討し、議決権行使指図を行うための期間が非常に短くなっている

（実質 3 日等）。 
04  これに加え、日本企業の株主総会日程が 6 月下旬に集中している（6 月の最

終週に約８割の企業が開催。下図参照。）こともあり、機関投資家等の議案検討

は、ガバナンス専門でないアナリストを動員するなど負荷を高めて行っており、

議決権行使の意思決定のための時間が十分にとれない。経営陣と深い議論をす

る余裕はなく、結果、株主総会プロセスが対話の場となっていないとの報告が

なされた。 
05  特に海外投資家は、常に他国企業と比較して投資判断を行っており、日本に

おいて総会日が集中し、招集通知から総会日までの期間が短いことから、限界

的な状況で議決権行使をせざるを得ず、投資家との対話に熱心ではないと評価

されるのではないかとの懸念も示された。 
06  また、リスクベースの投資判断を行うグローバル投資家にとっては、限られ

た時間に大量の企業の議決権行使判断をするために、リスクが高い投資先に限

って内容を検討するため、そのための十分な時間を確保することが重要との指

摘29もあった。 
 
 
 図表 4-3：定時株主総会の開催日 

 
 
 
※1 ２０１４年３月末日決算の東証の全上場会社を対象。東証データに基づき作成。 

※2 金融庁「コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議 第 3 回 資料３ 関連するデータ等」 

 
 
08  このような短い期間において議案を精査・議決権行使がなされることになる

ので、結果として機関投資家等による議決権行使が株主総会の開催日の２～３

日前になされることになり、企業側としてもこの点の改善を望む意見が示され

た。 
                                                   
29 ACGA（Asian Corporate Governance Association）からの本研究会へのレター「ACGA 

Response to METI Study Group on Japanese AGMs」（2014 年 12 月 12 日）より。 

開催日
6/22 6/23 6/24 6/25 6/26 6/27 6/28 6/29 6/30

合計
日 月 火 水 木 金 土 日 月

社数 4 33 251 294 424 918 6 1 5 2,358

比率 0.2% 1.4% 10.6% 12.5% 18.0% 38.9% 0.3% 0.0% 0.2% 100.0%

開催日
5/30 6/11 6/12 6/13 6/14 6/15 6/16 6/17 6/18 6/19 6/20 6/21

金 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

社数 2 2 12 21 4 2 2 29 50 72 203 23

比率 0.1% 0.1% 0.5% 0.9% 0.2% 0.1% 0.1% 1.2% 2.1% 3.1% 8.6% 1.0%

約 80％ 
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【十分な検討期間が確保できない問題と背景】 

09  諸外国と比較すると、日本の株主総会プロセスにおける議決権行使の検討期

間については、以下のような特徴（下図参照）がある。 

① 決算後から招集通知を発送するまでの期間は諸外国と比べて最も短い。す

なわち、事実として招集通知を発送するタイミングは非常に早い30。 
② その一方、決算日から株主総会の開催までのタイミングが諸外国に比べて

早いため、招集通知発送から株主総会開催日までの期間は、諸外国と比べて

短い31。この状況を捉えて招集通知を発送するタイミングが遅いとの認識が

ある。 
 
 
 図表 4-4：上場企業の年度開示制度等に関する国際比較（再掲）  

 
                                                   
30 研究会において調査したサンプル企業 10 社（時価総額の規模の大きい企業）の平均をみる

と、日本は決算日から約 64 日で招集通知を発送しているのに対して、アメリカは約 81 日、

イギリスは約 78 日、ドイツは約 77 日、フランスは約 74 日で発送している。詳細について

は参考資料「●」参照。 
31  研究会において調査したサンプル企業 10 社（時価総額の規模の大きい企業）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、アメリカは約 43
日、イギリスは約 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。詳細に

ついては参考資料「●」参照。 
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10  上記②に関しては、投資家からの要望として、株主による実質的な議案検討

期間を確保するため、招集通知及び関係書類をできる限り早く送付、開示して

ほしいとの意見がある。 
11  たとえば、生命保険協会の調査32においては、株主の議決権行使の充実のた

めに企業が取り組む項目として投資家が期待しているものとして招集通知の早

期発送（早期開示）が 6 割との結果が出ている（下図参照）。また望ましい期間

としては、1 ヶ月前とする回答が最も多い（下図参照）。 
 
 
 図表 4-5：議決権行使の充実のために企業が取り組むべき項目  

 

 
 
 図表 4-6：望ましい招集通知の到着日  

 
 
 
12   また、海外の投資家からは、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、英語がなければ翻訳に 1 週間かかる

との意見33が寄せられた。 
13  したがって、株主総会プロセスにおいて最も重要な議決権行使の検討期間が

十分確保できていないという課題、その背景として諸外国に比べて決算日から

非常に短い期間内で株主総会を開催している実務（この点に係る各国の制度等

を含めた詳細については後述「4.5.1株主総会の開催日に係る制度と実務」参照）

                                                   
32 平成 25 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ついて」。 
33 ACGA（Asian Corporate Governance Association）からの本研究会へのレター「ACGA 

Response to METI Study Group on Japanese AGMs」（2014 年 12 月 12 日）より。 
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があることが確認された。 
 

4.4.2 検討期間を確保するための方向性 
 
14  株主総会プロセスにおける議案の検討、対話を行うための十分な期間を確保

する観点から、本研究会においては、特に以下の 2 つの方向性での検討を行っ

た。 

① 期間を確保するための株主総会スケジュールの設定（下記 4.5～4.7） 
② 議決権行使プロセスを効率化するための招集通知関連書類や議決権行使の

電子化等（下記 4.8） 
 
 

4.5 株主総会の日程設定のあり方 

 
01  株主総会開催日の設定については、株主の議決権行使に係る検討期間の確保、

情報提供の充実、株主との建設的な対話の充実等、様々な観点から問題提起が

行われた。 
02  「コーポレートガバナンス・コードの基本的な考え方」においても、「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。 
03  以下では、本研究会で議論された論点のうち、企業と投資家の対話の質向上

の前提として、実質的な議案検討や事前対話のための期間の確保に関する現状

と課題、方策等を概観する。 
 

4.5.1 株主総会の開催日に係る制度と実務 
 

【制度概要】（詳細は参考資料「●」参照。） 

04  我が国企業において、株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集す

ることが会社法上求められている（会社法第 296 条第 1 項）ため、1 年を一事

業年度とする企業は、毎年 1 回は定時株主総会を招集することになる。 
05  諸外国の状況についてみると、アメリカでは、前回の株主総会の後から 13 ヶ

月以内に株主総会が開催されない場合、株主又は取締役の申立により、裁判所

が総会の開催を命令することができる（Delaware General Corporation Law 
§211(c)）。また、上場会社は、毎事業年度に定時株主総会を開催しなければな

らない （NYSE マニュアル 302.00 項）とされている。 
06  他方、欧州では、イギリス・フランスでは決算日から 6 ヶ月以内（Companies 
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Act 2006 336(1)、Code de Commerce L225-100）、ドイツでは決算日から 8 ヶ

月以内（AktG §175(1)）に株主総会を開催するものと定められている。 
 
 図表 4-7：株主総会の開催日に係る規定  

 

 
 ※ 有限責任 あずさ監査法人調べ 

 
 
【実務の状況】（詳細は参考資料「●」参照。） 

07  研究会において今回調査したサンプル企業をみると、欧米では、決算日から

4 ヶ月から 5 ヶ月後に定時株主総会を開催している。一方、我が国では決算日

から3ヶ月以内に定時株主総会を開催しており、非常に開催タイミングが早い。 
 

 図表 4-8：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 アメリカ カナダ イギリス 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) 
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 有限責任 あずさ監査法人調べ 

日本 米国 加国

事業年度の終了後、一定の時期 前回の株主総会の後、13ヶ月以内
前回の株主総会の後、15ヶ月以内

かつ決算日から6ヶ月以内

（会社法第296条第1項）
（Delaware General Corporation Law

§211(c)）
（Canada Business corporation act 

133(1)(b)）

英国 独国 仏国

決算日から6ヶ月以内 決算日から8ヶ月以内 決算日から6ヶ月以内

（Companies Act 2006 336(1)） （Stock Corporation Act §175(1)） （Commercial Code L225-100）
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08  この点に関連して、アジア諸国における定時株主総会の開催状況について、

「年次株主総会の開催期限を厳格にしているのは、アジアでは日本と韓国だけ

であることも特筆に値するだろう。ほかの国では、年次株主総会の開催に 4 ヶ

月（シンガポール、タイ）から 6 ヶ月（中国、香港、台湾）の幅がある」との

指摘34も寄せられた。 
 

4.5.2 株主総会の日程設定に関する論点 
 
09  以上のような事実を踏まえ、諸外国と比較して決算日から株主総会日までの

期間が非常に短いという状況が、企業と投資家が対話の質を高めていく上での

制約となっているという認識が共有された。この点に関し、現在の状況下で生

じている問題等について以下のような問題提起がなされた。 
 
【総会の議案検討の時間と質の確保】 

10  前述したとおり（「4.3.1 決めるプロセス（決議の場）としての株主総会」「4.4.1
現状の実務と課題」参照）、現在の株主総会スケジュール下では、株主が株主総

会議案を実質的に検討する期間が非常に短い（実質 3 日等）状況となっている。

これとともに株主総会開催日が 6 月末に集中することで短期間に大量の議案に

対応しなければならず、機関投資家等が議案の精査を行い、議決権行使の質を

高める上での妨げとなっている。これは、企業側にとっても議案等への正しい

理解を得られるための時間が確保できないという問題でもあるとの指摘がなさ

れた。 
 
【情報開示の質への影響】 

11  現行のタイトな株主総会スケジュールは、特に年度の企業情報開示にも大き

な影響を与えている。 
12  前述のとおり（「3.4 年度の情報開示について」「4.4.1 現状の実務と課題」参

照）、諸外国においては、決算日から 4～6 ヶ月後に株主総会を行う前提で、投

資家にとって有用な情報を包括的にアニュアルレポート等として株主総会前に

開示されている。 
13  これに対し、多くの日本企業では年度決算情報として最も包括的な有価証券

報告書が株主総会後に提出されており、その中で総会での議案検討にも有用な

情報が活用できないという問題が指摘されている。 
 

                                                   
34 ACGA（Asian Corporate Governance Association）からの本研究会へのレター「ACGA 

Response to METI Study Group on Japanese AGMs」（2014 年 12 月 12 日）より。 
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【監査の質への影響】 

14  現行の株主総会スケジュールを前提とした会社法上の監査を巡る問題提起も

なされた。本研究会では、日本の会社法の監査報告書は、諸外国と比較して極

めて早いタイミングで作成、報告されている（下表参照）。この背景として、企

業は株主総会の少なくとも２週間前に招集通知や計算書類・事業報告を株主に

送付する必要があり、非常に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。 
15  さらに、（前述した）不正リスク対応も含む監査の質向上や招集通知の早期発

送が求められる中、諸外国と比べて非常に短い監査期間をさらに短縮は困難か

つ適切ではないとの指摘があった。 
16  これとともに、会社法と金商法の監査時期のずれがもたらす問題についても

株主総会スケジュールと関連しているとの指摘があった。 
 
 
 図表 4-9：各国の監査報告書日等の決算日からの所要日数（再掲）  
 

 
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) 

加国・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) 

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

仏国・平均 12/31 (約 47 日) (約 69 日) (約 80 日) 
※1 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、独国：10 億

ユーロ以上、仏国：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。 
※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 有限責任 あずさ監査法人調べ 

 
 
【その他の考慮要素】 

17  その他の論点として、株主総会関係資料の電子化を進め、米国のように電子

情報による提供・開示を原則とする方向になる場合でも、紙での送付を希望す

る株主への書類を送付する期間を確保することが必要となるとの指摘もあった。 
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【株主総会の日程確保の必要性】 

18  以上の点を踏まえ、本研究会では、企業と投資家の対話や情報開示、議案検

討の質を高めていく観点から、決算日、招集通知から株主総会の当日までの期

間を十分に確保することが必要との共通見解が得られた。 
19  確保すべき期間については、全般的には情報開示や電子化等の制度や実務、

国際的な状況も踏まえて検討すべきとの見解が示された。具体的には、機関投

資家の検討期間の集中という観点からは 1 週間でも株主総会開催日が後ろ倒し

になれば有益との意見や諸外国と同程度の期間を確保する観点からは 7～8 月

ぐらいが負担軽減や他の影響からも望ましいといった意見が示された。 
 

4.5.3 決算日から株主総会までの期間を確保する方法 
 
【日本企業の株主総会が 6月下旬に集中する原因】 

20  本研究会では、日本企業の株主総会（3 月期決算企業は上場企業の約 8 割35）

が 6 月下旬に集中している背景を以下のように整理した。 

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36。 

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（先述「4.4.1 現状の実務と課題」参照）。 
③ 現行の会社法上、決算から 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37。 

21  株主総会の集中という現象が、投資家の議案検討の負荷を高めている面はあ

るが、これは多くの企業が上記のような行動による結果論であり、集中そのも

のをなくすというよりも、それぞれの企業や投資家が十分な検討、対話期間を

                                                   
35 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 26 年 10 月）より。調査に回

答した上場企業 1,679 社のうち 1,357 社が 3 月決算。 
36  会社法第 124 条第 1 項・第 2 項。 
「第百二十四条 株式会社は、一定の日（以下この章において「基準日」という。）を定めて、

基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主（以下この条において「基

準日株主」という。）をその権利を行使することができる者と定めることができる。  
２  基準日を定める場合には、株式会社は、基準日株主が行使することができる権利（基準

日から三箇月以内に行使するものに限る。）の内容を定めなければならない。 
３～５ 略 」 

37 「利益の配当は必ず決算期現在の株主に対してしなければならないのではなく、また、定時

総会の議決権を行使することができる者は決算期現在の株主でなければならないものではな

いから、決算期から定時総会までの期間は 3 ヶ月以内とする必要はない。」（稲葉威雄ほか編

『実務相談株式会社法 4 巻』（平成 4、商事法務研究会）422 頁[味村治]） 
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確保する方策を検討することが重要との認識が示された。 
 
【決算日から株主総会までの期間を確保する方法】 

22  議案検討や対話の質を高める観点から、決算日（あるいは招集通知等の発送、

開示）から株主総会の開催日までの期間を欧米諸国と遜色ない程度まで確保す

るためには、基準日を決算日以降とした上で総会開催日を適切な日に設定する

方法がある。 
23  上述のとおり、これは現行制度の下で定款変更を行うことで可能であり、そ

れぞれの企業の判断で実施できる選択肢である。具体的な基準日設定の考え方

については、後述（「4.6 株主総会の議決権の基準日設定の考え方」で詳述）す

るが、具体的には以下のような考え方となる。 

（考え方） 
● 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。 
例えば、4 月末に基準日を設定した場合は 7 月末まで、5 月末に基準日を設

定した場合は 8 月末までに株主総会を開催すればよい38。 

24  株主総会までの十分な期間を確保するため方法として、この他、現行の「基

準日から 3 ヶ月以内」との期限を例えば 4 ヶ月に伸ばしてはどうかとの提案が

あった。また、欧州各国においては、株主総会の開催期限が、基準日との関連

ではなく、決算日からの期間（たとえば英仏では決算日から 6 ヶ月、独では 8
ヶ月以内に開催）で規定されており、その期間の中で実際はおおむね 4-5 ヶ月

後に開催している例が確認された（先述「4.5.1 株主総会の開催日に係る制度と

実務」参照）。 
 
【株主総会を 6月以降とする場合の実務面での論点】 

25  本研究会では、株主総会を 6 月以降とする場合の時期のあり方については、

各企業における取締役会の人事等との関係も考慮されるだろうとの指摘がなさ

れた。 
26  また、一般的に決算日から 3 ヶ月以内（会計監査人設置会社等の特例）とさ

れる法人税申告との関係について懸念が示された。この点については、法人税

法は、内国法人に対して決算期から 3 ヶ月以内に「確定した決算」に基づく申

告を義務づけている（法人税法 74 条 1 項・75 条の 2）。しかし、上場会社は会

計監査人設置会社であるところ、会計監査人設置会社は、定款の定めにより、

会計監査人の無限定適正意見があること等の一定の要件のもとに、取締役会の

決議によって計算書類を確定することが可能であるため（会社法 439 条・会社

計算規則 163 条）、事実上は、法人税法の規制も定時株主総会の開催日程に対す

                                                   
38 詳細については、後述「4.6.4 議決権の基準日と株主総会日設定の考え方」参照。 
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る制約にはならない、との見解が示された39。 
 
 

4.6 株主総会の議決権の基準日設定の考え方  

 
4.6.1 議決権の基準日 
 

01  株主総会の議決権の基準日とは、株主総会において議決権を行使できる株主

を特定するためのもので、株主総会に「出席」する株主が誰であるかを確定さ

せる点に意義がある。 
02  すなわち、会社法において、基準日の制度が定められており、企業は、一定

の日（基準日）を定めて、基準日において株主名簿に記載・記録されている株

主（基準日株主）をその権利を行使する者と定めることができる（会社法第 124
条第 1 項）。また、その権利の内容は基準日から３ヶ月以内に行使するものに限

定されている（同条第 2 項）。こうした規定に基づき、企業は定時株主総会への

議決権行使をできる株主を、基準日制度により、株主総会開催前 3 ヶ月以内の

一定の日における株主に限定することができる。 
03  なお、ここでの「出席」とは、単に株主総会の会場に居合わせるという意味

ではなく、株主総会前日までの議決権行使や代理人を通じた議決権の行使を含

む概念である40。 
 
◆ 会社法（平成十七年七月二十六日法律第八十六号） 

（基準日）  
第百二十四条  株式会社は、一定の日（以下この章において「基準日」とい

う。）を定めて、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている

株主（以下この条において「基準日株主」という。）をその権利を行使する

ことができる者と定めることができる。  
２  基準日を定める場合には、株式会社は、基準日株主が行使することがで

                                                   
39 この点に関連して、会計監査人の無限定適正意見が得られないか、または監査役監査報告

において会計監査報告が相当でない旨の意見（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 163 条参照）の取扱いについても議論があった。この場

合については、法人税法 75 条の 2 第 1 項による「やむを得ない事情があると認められる場

合」として、確定申告書の提出期限の延長が認められるかが問題となるが、取締役会限りで

計算書類の確定ができなかった理由が､たとえば意図的な粉飾等、取締役の善管注意義務違反

に基づくものではなく、取締役は適正な計算書類を作成したと過失なく信じていたが､会計監

査人または監査役との意見の不一致によって適正意見が得られなかったという場合は、「やむ

を得ない事情」ありと認めることができるとも解される、との見解が示された。 
40 会社法第 309 条（株主総会の決議）、第 310 条（議決権の代理行使）、第 311 条（書面によ

る議決権行使）、第 312 条（電磁的方法による議決権行使）参照。なお、後述「4.9 機関投資

家（実質株主）等による株主総会出席」も参照。 
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きる権利（基準日から三箇月以内に行使するものに限る。）の内容を定めな

ければならない。 
３ ～ ５ 略。 

 
 
04  実務上、企業は、定時株主総会の議決権基準日を 3 月末決算会社であれば、

毎年 3 月 31 日とする旨の定款の定めをおいている 。研究会のおいて調査した

サンプル企業 10 社についても、全ての会社で決算日と議決権行使基準日が一致

している。 
 

4.6.2 国際比較 
 
05  このように、日本の現行制度・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 ヶ月前の株主ということに

なるが、これは諸外国に比べて制度面でも実務面でも長い。また、日本の企業

においては、一律に決算日＝議決権行使の基準日としているが、こうした基準

日の画一的な設定は、諸外国においてはみられない。 
06  以下、こうした点について、諸外国の状況を概観する。 
 
【制度概要】（詳細は参考資料「●」参照） 

07  アメリカやカナダにおいても議決権行使基準日の制度があり、当該基準日時

点の株主が株主総会において議決権を行使する。アメリカでは議決権行使に係

る基準日を、株主総会前 10 日以上 60 日以内に（Delaware General Corporation 
Law §213(a)）、カナダでは株主総会前21日以上60日以内に（CBCA 134(1)(d)、
CBCR, 2001 43(2)）設定することが求められている。 

08  欧州においても、株主総会において議決権を行使する株主を特定するための

基準日が存在するが、イギリスでは株主総会の開催日前 48 時間以内（The 
Uncertificated Securities Regulations 2001 41(1)）、ドイツでは無記名株式に

ついては 21 日前（AktG §123(2)(3)））、フランスでは 3 営業日前（Code de 
Commerce R225-85）と、日本やアメリカ及びカナダと比べてその基準日と株

主総会開催までの期間は非常に短くなっている。 
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 図表 4-10：議決権行使の基準日等に係る規定  

 
※1 株主総会に参加するためには、株主総会開催日の 6 日前（株主総会日を含まない。定款により縮減可能）までに会社に対して登

録（名簿に記載されていること）が必要な模様。 
※2 記名株式の株主については明文はないが、実務上、6 日前（株主総会日を含まない。定款により縮減可能）までの株主に限定し

ている模様。 
※3 株主総会に参加するためには、株主総会開催日の 3 営業日前までに会社に対して登録（名簿に記載されていること）が必要な模

様。 

※4 有限責任 あずさ監査法人調べ 

 
 
【実務】（詳細は参考資料「●」参照） 

09  アメリカやカナダにおける実務の状況をみると、今回調査したサンプル企業

30 社では、議決権行使の基準日は決算日と同一ではなく、各企業の株主総会開

催日から平均 56 日前（アメリカの時価総額を基準とした大中小規模会社 30 社

平均）または平均 45 日前（カナダの時価総額を基準とした大中小規模会社 30
社平均）に設定されており、企業ごとに基準日が異なる状況となっている。 

10  また、欧州についても、今回調査したサンプル企業 30 社では、議決権行使の

基準日は決算日と同一ではなく、各企業の株主総会開催日から平均 2 日前（イ

ギリス）、平均 9 日前(ドイツ)及び平均 4 日前（フランス）に設定(休日を含む日

数)されており、企業ごとに基準日が異なる状況となっている。 
 

4.6.3 現行の慣行の評価と問題点 
 
11  諸外国の状況と比較した場合の現在の日本の基準日の実務については、決算

期から株主総会の開催日までの期間が①3 ヶ月しかないという側面と、②3 ヶ月

もあるという側面の 2 つからそれぞれ次のような問題があるとの指摘がなされ

た。 
 

日本 米国 加国

株主総会の開催日前
3ヶ月以内で

企業が設定した日

株主総会の開催日前
10日以上60日以内で

企業が設定した日

株主総会の開催日前
21日以上60日以内で

企業が設定した日

（会社法第124条第1項）
（Delaware General Corporation Law

§213(a)）

（Canada Business corporation act 
134(1)(d)、Canada Business 

Corporations Regulations, 2001  
43(2)）

英国 独国※１ 仏国※３

株主総会の開催日から
48時間以内で企業が設定した日

＜無記名株式＞
株主総会の開催日の21日前

＜記名株式＞
株主総会の開催日の6日前※２

株主総会の開催日の3営業日前

（The Uncertificated Securities 
Regulations 2001 41(1)） （Stock Corporation Act §123(2)(3)） （Commercial Code R225-85）
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１）決算期から株主総会日までの期間が 3 ヶ月しかない 
●決算と監査に要する期間を考えると、株主総会の招集通知から株主総会の開

催日前の期間（招集期間）が 2～3 週間程度になる。書面の送付等にかかる

期間も考えると、議案の精査、検討に十分な時間をとることができない。こ

の問題については既述参照（「4.3.1 決めるプロセス（決議の場）としての株

主総会」「4.4.1 現状の実務と課題」）。 
２）基準日から株主総会日までの期間が 3 ヶ月もある 
●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する一方、株主であ

る者が議決権を行使できない場合が増える。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。 

12  この点に関し、海外投資家からも「議決権行使の 3 ヶ月前までに株主登録を

することとなっているが、これは長すぎるため、議決権を有する投資家層を適

切に反映できない。この期間を短縮し、年次株主総会の最大 3 週間前とするこ

とを提案する」との意見41が寄せられた。 
13  これらの問題から、株主の権利の尊重や十分な対話を行うという観点から、

現在の基準日設定の実務は、他国と比べて制約的とみられるおそれがあるので

はないかとの指摘があった。 
14  本研究会においては、基準日設定の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、株主総会日にできるだけ近い時点の株主であることが望ま

しいとの見解が共有された。 
 

4.6.4 議決権の基準日と株主総会日設定の考え方 
 
15  以上のような問題に対応し、株主の議案検討や企業との対話の期間を確保す

るための、具体的な基準日及び総会日の設定方法を検討するため、概念的には

以下の 2 つの考え方が提示された。 

① 米国型： 株主総会の開催日から 2 ヶ月前を基準日に設定。3 月決算の会社の

場合、たとえば、5 月末を議決権の基準日とし、7 月中に株主総会を

開催する。 
これにより、招集期間を 1 ヶ月以上とると同時に､基準日と総会日の

間隔を 2 ヶ月以内とすることが可能となる。 
② 英国型：3 月決算の会社の場合、たとえば、招集通知を発送する株主を確定す

るための基準日を 5 月末日とし、別途、総会日の直前（英国の場合、

48 時間前）を議決権の基準日とする。 

                                                   
41 ACGA（Asian Corporate Governance Association）からの本研究会へのレター「ACGA 

Response to METI Study Group on Japanese AGMs」（2014 年 12 月 12 日）より。 
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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があ

るが、実務上の工夫で実現可能か精査が必要。 
 
16  なお、重要なのは、全ての上場企業が自らの会社の実情に応じた選択により、         

情報の質と株主の検討期間を確保できる株主総会スケジュールを組むというこ

とであり、具体的な基準日の設定については、数日～数ヶ月まで幅がある中で

企業が検討するということではないか、との見解についても共有された。 
17  この点に関連して、例えば、1 週間検討期間が延びれば、現状全く検討時間

が無い状態が改善されるのでそれだけでも助かるといった海外投資家の切実な

声や、株主の検討期間の確保や株主総会の開催日の分散という点から、1 週間で

も遅らせることができればこうした点の改善につながるとの指摘なども紹介さ

れた。 
 
 

4.7 配当の基準日  

 

4.7.1 配当の基準日の制度と実務  

 

【我が国の現行制度と実務慣行】（詳細は参考資料「●」参照） 

01  企業は剰余金の配当に対する請求権の基準日を定めることができる（先述の

議決権行使の基準日と同様。会社法第 124 条。）。日本の上場会社の実務におい

ては、決算日を定時配当（定時株主総会で決議される剰余金の配当）の基準日

としている。 
02  議決権の基準日と同様、現行会社法上、定時配当の基準日を決算日にそろえ

なければならない必然性はない42。 
 
【諸外国の制度と実務】（詳細は参考資料「●」参照） 

03  一方、このように、配当を行う旨の決議をする機関の決議前に配当の基準日

が定められている（決議前の時点の株主に配当を支払う）、しかも決算日と同日

に設定されているという実務は、必ずしも諸外国において同様ではない。 
04  すなわち、アメリカの配当基準日については、配当の基準日を定める取締役

会決議より先立つ日を設定してはならず、かつ配当支払日の 60 日以内で企業が

設定した日と定められている（Delaware General Corporation Law §213(c)）。
カナダの配当基準日については、配当支払日の 60 日以内で企業が設定した日と

定められている（CBCA 134(1)(a)、CBCR, 2001 43(2)）。こうした規定を受け、

実務においても、配当決定機関である取締役会の決議後に配当の基準日が設定

                                                   
42 「4.5.3 決算日から株主総会までの期間を確保する方法」及びその注も参照。 
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されており、各企業に応じて日付は異なるほか、決算日とも異なっている。 
05  欧州でも、フランスにおいては、今回調査したサンプル企業では、株主総会

後に配当の基準日が定められているほか、ドイツにおいても、株主総会当日の

株主に配当を支払う旨の決議が株主総会においてなされており、いずれも当該

日付は決算日と異なり、また企業ごとに異なる点が確認された。 
 
【信託銀行等の配当関連実務】 

06  本研究会においては、株主名簿管理人としての信託銀行等の業務として、株

主総会の決議通知と同時に配当に関する書類を送付するため、税金計算等の準

備のために 1 ヶ月ほどかかっていることが報告された。 
 
【現行実務の評価と問題点】 

07  日本の現行の実務においては、株主総会日から約 3 ヶ月前（決算日時点）の

株主に定時配当の権利が与えられており、かつその株主が（他の総会議案とと

もに）配当議案について議決権を行使できる。この点について、配当落ち（予

測配当額に基づく権利落ちの価格での株式売買の必要性）や配当決議に係るイ

ンセンティブの歪み（他人の財布から引き出すお金を決めさせている）といっ

た問題点が指摘された。 
 

4.7.2 配当基準日の設定 
  

08  本研究会では、上記の問題提起を踏まえ、決算日以外に配当の基準日を設定

する方法として、前述した議決権の基準日とも関連して（特に議決権の基準日

を決算日以外にする場合）、以下のような考え方が示された。なお、これらの基

準日設定を行った場合でも、配当効力発生日を適切に設定43することで、前述し

た配当関連の実務に必要な期間を確保することも可能との見解が示された。 

  ① （決算日以外の日に設定した）議決権の基準日と同一とする案 
● この案の利点と課題として、①基準日を二つ設定する必要がないため、

                                                   
43 現行の会社法のもとでは、定時株主総会（またはそれに代わる取締役会）で剰余金の配当

を決議したら直ちに配当を払わなければならないわけではなく､「配当の効力を生ずる日」を

決議によって定めることができる（会社法 454 条 1 項 3 号。下記参照）。 
 
（剰余金の配当に関する事項の決定）  
第四百五十四条  株式会社は、前条の規定による剰余金の配当をしようとするときは、その

都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。  
一  配当財産の種類（当該株式会社の株式等を除く。）及び帳簿価額の総額  
二  株主に対する配当財産の割当てに関する事項  
三  当該剰余金の配当がその効力を生ずる日 

 ２～５ 略。 
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事務負担の増加が限定的である一方、配当決議に係るインセンティブの歪

みの問題はなお存在することが指摘された。 

  ② 株主総会の開催日以後に基準日を設定する案（欧州型） 
● この案の利点と課題として、配当決議に係るインセンティブの歪みの問

題は解消する一方、基準日を二つ設定することによる事務負担が増加する

可能性が指摘された。 
 
09  また、配当の基準日が現在よりも後になることやそれにより支払日が変わり

得ることについて、投資家によって影響や関心は異なるのではないかとの指摘

があった。一般論として、長期投資家としては影響が少ないのではないかとい

った意見も示された。 
 
 

4.8 招集通知関係書類の電子化等による株主総会プロセス効率化 

 
01  前述したような限られた期間の中で、投資家による実質的な議案検討期間を

少しでも確保するためには、招集通知関係書類を紙で作成、印刷、発送し、議

決権行使を行う現状の実務について電子化を進めることで効率化することが必

要である。 
02  また、電子化による情報提供、開示は、業務の効率化とともに、開示情報の

充実につながる面も指摘された。 
03  本研究会においては、電子化の方向性として、以下の 3 つの視点から検討が

行われた。 

① 招集通知情報の早期（発送前）Web 開示 
② 招集通知関係書類の電子化 
③ 議決権行使の電子化 

 
4.8.1 招集通知等の情報の早期（発送前）Web開示 
 

04  本研究会では、投資家が招集通知関連書類の情報を紙での発送前に入手する

ための方法として、発送前の早い段階での自社ウェブサイト等での開示を推進

することが有用であるとの見解が示された。たとえば、株主総会招集に係る取

締役会決議の直後に、Web 開示を行うことで、総会の１ヶ月以上前に開示する

ことが可能ではないかとの示唆があった。 
05  これに関連して、「コーポレートガバナンス・コードの基本的な考え方」にお

いても、補充原則１－２②として、以下のような内容が盛り込まれている点が

確認された。 
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「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。」 
06  本研究会においては、企業の実務において、株主への正式な書面を送付する

前に広く（株主以外も含め）開示をすることの是非や記載内容の変更があった

場合のリスク等について懸念を示す意見が示された。一方で、既に実施してい

る企業において、株主からの苦情等はなく、特段の問題は生じていないとの見

解も示された。 
07  こうした論点を整理し、実務上の懸念を解消する上で、何らかの法的解釈や

ガイダンスが示されることも有用ではないかとの指摘もあった。 
08  特に、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、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良いのか懸念が示された。

この点については、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、そのような対応で良いとの見解が示された。 
09  さらに、このような懸念等が解消された場合、発送前の Web 開示によって招

集通知やその添付書類の記載情報が紙で送付されるよりも早く開示されるとい

う利点があるものの、ⅰ）記載内容の変更の可能性等のリスクがあること、ⅱ）

現行法上紙での送付は行う必要があることから、実際に必要な費用・期間は変

わらないなどの問題は引き続き存在するとの指摘もなされた。 
 

4.8.2 招集通知関係書類の電子化 
 
【招集通知関係書類の電子化に関する制度】 

10  我が国では、招集通知やその添付書類の電子化が認められる制度として、株

主の事前の同意を前提とする電磁的方法による提供の制度44とWeb開示による

みなし提供の制度45とが存在している。なお、平成 27 年 5 月の法務省令改正で

Web開示によるみなし提供が可能な範囲が拡大されることとなっている（結果

として、どの範囲の事項がみなし提供可能となっているかについては、次頁図

                                                   
44 取締役会設置会社における株主に対する招集通知(参考情報を含む)の発送は、書面によって

行われるのが原則(会社法第 299 条第 2 項第 2 号)であるが、電磁的方法での提供に同意した

株主に対しては、電磁的方法により通知を発することができる(会社法第 299 条第 3 項、会社

法第 301 条)。電磁的方法による通知としては、電子メールによる情報の送付、インターネッ

トによるウェブサイトの閲覧又は磁気ディスク等のファイルへの情報を記録させたものの交

付によることが認められる  (会社法第 2 条第 34 号、会社法施行規則第 222 条)。 
45  
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参照）。 
11  一方、株主からの個別の事前同意が求められる電子化については、現状で各

個人株主が同意するインセンティブがあまりなく、利用が進んでいない。これ

を高める方法を検討すべきではないかとの指摘があった。 
 
 
 図表 4-11：Web 開示によるみなし提供が可能な事項の範囲  
（下記★印は Web 開示によるみなし提供ができない部分） 

 
 
12  諸外国を見ると（次頁図参照）、我が国同様、招集通知本体は紙での郵送が原

則であるが、我が国の計算書類・事業報告等に該当する参考資料については、

【企業の概況・現況等に関する事項】 【役員・コポガバ等に関する事項】

株式会社の会社役員に関する事項（会社法施行規則第121条）

主要な事業内容 ★ 会社役員の氏名

主要な営業所及び工場並びに使用人の状況 ★ 会社役員の地位及び担当

★ 事業の経過及びその成果 取締役、会計参与、監査役又は執行役ごとの報酬等の総額

★ 資金調達、設備投資等についての状況（重要なものに限る。） ★

直前三事業年度の財産及び損益の状況

★ 重要な親会社及び子会社の状況 ★ 各会社役員の報酬等の額又は算定方法に係る決定に関する事項

★ 対処すべき課題 ★ 辞任した会社役員又は解任された会社役員に関する事項

主要な借入先及び借入額 重要な兼業の状況

その他会社の現況に関する重要な事項 監査役又は監査委員の財務及び会計に関する相当程度の知見

その他会社役員に関する重要な事項

社外役員を設けた株式会社の特則（会社法施行規則第124条）

他の法人等の業務執行者との重要な兼務に関する事項

他の法人等の社外役員等との重要な兼職に関する事項

会社又は会社の特定関係事業者の業務執行者との親族関係

各社外役員の主な活動状況

責任限定契約に関する事項

【株式・新株予約権等に関する事項】 社外役員の報酬等の総額

株式会社の株式に関する事項（会社法施行規則第122条）

上位10 名の株主の状況

その他株式に関する重要な事項 親会社又は子会社等からの役員報酬等の総額

記載内容についての社外役員の意見

その他新株予約権等に関する重要な事項

会計監査人の氏名又は名称

各会計監査人の報酬等の額

公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務（非監査業務）の内容

解任又は不再任の決定の方針

現在の業務停止処分に関する事項

※★は、Ｗｅｂ開示によるみなし提供の対象外となる開示項目。

　　（現行の開示項目をベースにしつつ、会社法施行規則の改正に伴う 責任限定契約に関する事項

　　 みなし提供の範囲の拡大を織り込んだもの） 企業集団全体での報酬等

辞任した又は解任された会計監査人に関する事項

連結計算書類 計算書類等

連結貸借対照表 ★ 貸借対照表

連結損益計算書 ★ 損益計算書

連結株主資本等変動計算書 株主資本等変動計算書

（連結注記表） （個別注記表）

事業年度中に使用人等に対して職務執行の対価として交付された新株
予約権等に関する事項

附属明細書（有形固定資産及び無形固定資産の明細、引当金の明細、
販売費及び一般管理費の明細）

★

事業報告

株式会社の状況に関する重要な事項
（会社法施行規則第118条第1号）

株式会社の新株予約権等に関する事項
（会社法施行規則第123条）

会計監査人設置会社における事業報告の内容
（会社法施行規則第126条）

計算書類等

会計監査人設置会社における事業報告の内容
（会社法施行規則第126条）

当該事業年度において受け、受ける見込みの額が明らかとなった会社役
員の報酬等

当該事業年度において受け、受ける見込みの額が明らかとなった社外役
員の報酬等

剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定めがあるときの権
限の行使に関する方針

業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容の概
要（会社法施行規則第118条第2号 ）

過去2年間の業務停止処分に関する事項のうち、会社が事業報告の内
容とすべきと判断した事項

株式会社の現況に関する事項（会社法施行規則第120条）

株式会社の支配に関する基本方針に関する事項
（会社法施行規則第118条第3号）

会社役員が有する新株予約権等のうち、職務執行の対価として交付され
たものに関する事項
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電子化が進められており、アメリカ、ドイツ、フランスにおいては、株主の事

前の同意がなくても電子的提供が制度上可能となっている。 
13  すなわち、アメリカでは事前の株主の同意なしで招集通知関係書類を Web 上

に掲載し、その URL を招集通知本体の送付の際に合わせて記載して提供すれば

足りる制度となっている（こうした制度の概要や制度の変遷については、下記

コラム参照）。また、ドイツやフランスについても、招集通知関係書類の提供方

法で公告を用いるため、我が国や米国とは制度が異なるものの、当該公告制度

の下で、Web 上に招集通知関係書類を掲載すれば足り、該当 URL の株主への

送付も不要となっている。 
 
 図表 4-12：招集通知（本体）の送付・提供方法  

 
※1.電磁的方法での提供に同意した株主に対して、当該方法で提供することができる。 
※2.電磁的方法もしくはウェブサイトでの提供に同意した株主に対して、当該方法で提供することができる。 
※3.電磁的方法での提供について定款で定めた場合には、当該方法で提供することができる。 

※4.規制市場において、株式が取引されることが認められている会社の場合。 
※5.電磁的方法での提供に同意した株主に対して、当該方法で提供することができる。 
※6.有限責任 あずさ監査法人調べ 

 

 図表 4-13：株主総会において株主に供する資料（参考情報）の送付・提供方法  

 

日本 米国 加国

書面
電磁的方法※1

書面
電磁的方法※1

書面
電磁的方法※1

（会社法第299条第2項,第3項)
(Delaware General Corporation Law
§222(a), 232)

(Canada Business corporation act 135, 
252.1～)

英国 独国 仏国

書面
電磁的方法※2
ウェブサイト※2

公告
及び

書面
電磁的方法※3

1回目※4 2回目

公告

公告
及び

書面
電磁的方法※5

(Companies Act 2006 308, 309) 
(Stock Corporation Act 
§121(4),125(1),(2)) 

(COMMERCIAL 
CODE 225-73)

(COMMERCIAL 
CODE R225-

63,225-67,225-68)

日本 米国※3,4 加国

書面
電磁的方法※1
ウェブサイト※2

書面
ウェブサイト(株主が要求する場合、書面又

は電磁的方法による送付)

書面
電磁的方法※5

（会社法第301条,第302条
会社法施行規則第94条,第133条
会社計算規則第133条,第134条）

(Code of Federal Regulations 240.14a-16)
(Canada Business corporation act 

159,PartXX.1)

英国 独国 仏国

書面
電磁的方法※6
ウェブサイト※6

本社に備置(株主が要求する場合、書面
又は電磁的方法による送付)

ウェブサイト※7

ウェブサイト
(株主が要求する場合、書面又は電磁的
方法による送付)

(Companies Act 2006  423,1144(2), 
Schedule 5)

(Stock  Corporation Act §175(2)) 
(Commercial Code R225-73-1, 

R.225-88)
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※1.招集通知を電磁的方法で受信することに同意した株主に対して、前頁に記載した資料を電磁的方法で送付することができる。 
※2.事業報告、計算書類、連結計算書類及び株主総会参考書類をウェブサイトで開示するには、その旨の定款規定が必要である。 
   なお、ウェブサイトで開示できる項目は、法令で決められている（例：計算書類の場合、個別注記表）。 

※3.上場企業で、取締役の選任に関して、経営者側の勧誘が行われる場合 
※4.委任状説明書等の提供方法（ Notice & Access）は、下記コラム参照。。 
※5.電磁的方法での提供に同意した株主に対して、当該方法で提供することができる。 

   他方、証券取引法上、Notice & Access 制度が採用されているが、会社法との適用関係は不明である。 
※6.電磁的方法もしくはウェブサイトでの提供に同意した株主に対して、当該方法で提供することができる。 
※7.ウェブサイトで提供する場合、備置及び株主が要求する場合に送付する義務はない。 

※8.有限責任 あずさ監査法人調べ 

 
≪コラム：米国における株主に供する資料(参考情報)の提供方法の変遷≫ 
 
●委任状説明書等46の提供方法の変遷 

・1995 年：SEC による解釈通達により、委任状説明書等を電子的に交付すること

が可能となる。（但し、個々の株主による事前の同意が必要であったた

め、普及するまでには至らず。） 

・2005 年：SEC は、委任状説明書等をウェブサイトにおいて開示し、その旨を株

主総会開催日前に株主に通知することにより、個々の株主の同意を得

ることは不要とする（Notice & Access）規則改正案を採択。 

・2007 年：SEC 規則を改正し、2009 年（一部の企業については 2008 年）より制

度導入。 
 
 ※ SEC では Notice＆Access を導入した理由として、環境の保護、資源の無駄

遣いをなくすこと、企業のコストを削減することを理由として挙げている。 
 
●電子的提供の具体的方法 

・ Notice&Access の制度の下、上場会社等は具体的に以下の 2 つの方法から選

択する。  

  ① Notice Only Option： 
    株主総会の日時・場所等の記載と共に、委任状説明書にアクセス可能なウ

ェブサイトのアドレスを Notice に記載し、株主総会が開催される 40 日前ま

でに株主に送付する。（株主が委任状説明書を書面または電子データで要求

する場合、速やかに送付する。） 

  ② Full Set Delivery Option：  
    株主総会の日時・場所等を記載した Notice と共に、委任状説明書を添付

して株主に送付する。同時にウェブサイトにも委任状説明書をアップロード

                                                   
46 上場会社等の株主総会に提出される議案内容を説明する書類。日本の招集通知、参考書類、

議決権行使書に該当。 
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し、アクセス可能なウェブサイトのアドレスを Notice に記載する。 
 
（※ 有限責任 あずさ監査法人調べ） 

 
 
【更なる電子化の可能性】 

14  本研究会においては、紙媒体で会社から株主に招集通知等を送付するという

ことが、株主から情報にアクセスするというデジタル化に乗り切れていないの

ではないかとの問題提起があった。その背景として、インターネット利用者は 1
億人を突破し、50 代の利用率は 9 割以上、60 代でも 7 割以上であり、インター

ネット株式取引口座数も増加、東証上場会社情報サービスなど電子的な情報提

供のインフラ整備や人々の意識転換はかなり進んでおり障壁は少なくなってい

るのではないかと指摘があった（下図参照）。また、会社が情報を投資家に紙媒

体で送付する方式は、書面の他に情報提供手段がなかった時の考え方を前提と

しており、考え方を変えれば電子化をさらに進められるのではないかとの見解

も示されたほか、金融商品取引法や取引所規則では、企業情報の開示手続きは

全て電子的な方法によるものとされているほか、会社法においても電子的な方

法による公告を許容しており、株主総会手続きのみを紙ベースとしなければな

らない合理性は低いのではないかとの問題提起もなされた。 
 
 図表 4-14：株取引におけるインターネット利用状況47  

 
                                                   
47 株主総会のあり方検討分科会委員提出資料より。 



 

72 
 

 
15  このような問題意識や諸外国の状況を踏まえて、我が国においてもさらにみ

なし提供が可能な範囲を拡大すべき、特に米国型の同意を不要とする制度を目

指した検討すべきとの提案がなされた。後者に係る具体的な内容として、①株

主総会において株主に提供する資料を全て Web 上に掲載し、②招集通知本体に

は株主総会の日時・場所等の最低限の情報の他、Web サイトへのアクセス方法

を記載し、本体のみ書面で送付、③デジタル･デバイドへの対応についても、希

望する株主にのみ、関連資料を書面で送付する、という方法を中心に、制度の

詳細や課題について検討してはどうかとの指摘がなされた。 
 
【電子情報を使いやすくする実務的工夫】 

16  この他、電子化を検討する上での視点の一つとして、他の電子的な開示情報

の統合や充実の観点からも重要との意見があった。また、招集通知関係資料の

電子ファイルをばらばらではなく、一個のファイルで掲載するなどの効率的な

利用を可能とするなどの実務的な工夫も投資家との対話を通じて検討すること

が重要との指摘がなされた。更に、多くの会社の情報を一元的に取得できるプ

ラットフォーム（ポータルサイト）を整備し、そこにアクセスして証券コード

や企業名を入れれば、必要な情報が入手できるという形となれば、更に使いや

すいとの意見もあった。 
 

4.8.3 電子化による議決権行使の効率化 
 
17  議決権行使の電子化は、機関投資家の検討期間を確保する観点から有用であ

り、現状、「議決権電子行使プラットフォーム（ICJ）」が存在するが、登録企業

は 495 社となっている48。 
18  投資家からは、当該プラットフォームを経由しない場合、議決権行使に際し

て、管理信託銀行からエクセルシートが送付され、当該シートに指図内容を直

接入力し、当該ファイルを再度管理信託銀行に送付するという事務プロセスが

紹介された。株主総会の開催日５営業日前までにこれを送付しなければならな

いため、判断のための時間の確保が難しいという問題のほか、管理信託銀行ご

とに異なるフォーマットのエクセルシートに入力する事務コストも相当になる

との問題も指摘された。議決権の電子行使は、こうした事務コスト等を削減す

る観点から非常に有用であるが、現状、利用している企業としていない企業が

あり、後者が多い現状では、投資家が実務の標準として使うには不便であると

の指摘があった。 
19  上場会社側の電子行使に対するニーズとしては、議決権行使内容の早期把握

                                                   
48 2015 年 3 月 20 日時点。株式会社 ICJ「参加企業リスト」より。 
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が考えられるが、株主構成（大株主、親会社の有無）等により必要性が異なり、

費用負担の生じる上場会社自身がメリットを感じないと利用されにくい状況に

あるとの認識が示された。 
20  このような現状を踏まえ、今後の可能性として、多くの企業が電子行使を導

入することで、実務の利便性・効率性も加速度的に高まり、議決権行使比率の

上昇にも資するのではないかとの意見が示された。特に投資家からは、上記の

ような事務コスト等もあり、上場企業による議決権電子行使プラットフォーム

の導入の促進に向けた検討等を強く望むとの声が示されたほか、企業からも、

議決権行使電子化プラットフォームの利用料低減に向けた取組み等の実施や機

関投資家側のプラットフォーム利用率向上に向けた課題整理等を期待する意見

が示された。 
 
 
 図表 4-15：議決権電子行使プラットフォーム（PF）の仕組み49  

 
 
 
 
 
 
                                                   
49 株主総会のあり方検討分科会委員提出資料より。 

議決権電子行使
プラットフォーム

【議決権行使サイト】

ProxyEdge

運用会社（国内）

PF参加発行会社 PF未参加発行会社

管理信託銀行

運用会社（国内）

発行会社

管理信託銀行

議決権行使書または

不統一行使書送付

導入前 導入後

指図内容を

ProxyEdgeに入力

管理信託銀行所定

フォーマットに指図内容を

記入して送付

行使結果送信

（1日2回）

議決権行使書または

不統一行使書送付

管理信託銀行所定

フォーマットに指図内容を

記入して送付

PF利用によるメリットと課題
・管理信託銀行を介さず指図内容がタイムリーに送信されるため、株主総会の前日まで指図が可能

（議案検討期間の拡大：ＰＦ導入前は総会の概ね5営業日前が期限 ⇒ 導入後は総会の前日まで可能）

・発行会社のPF参加の有無により指 （事務の二重化：オペレーションリスク懸念）

図フローが異なるため議決権行使業務が煩雑になる懸念

Copyright ⓒ ICJ, Inc. All rights reserved.
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4.9 機関投資家（実質株主）等による株主総会出席  
 
01  本研究会においては、名義株主となっていない機関投資家等が株主総会に参

加しようとする際の現状や課題、対応等について検討が行われた。 
 

4.9.1 機関投資家等の株主総会出席に対する関心  
 

02  前述したように（●）、一般的に機関投資家は株主総会に至るプロセス、又は

年間を通じた企業との対話を重視しており、株主総会（当日）に出席すること

に対する関心は低いものの、実際に出席するための方法は確保しておきたいと

の指摘があった。 
03  また、海外投資家からは、海外株主のファンドは通常、株式の法的な所有者

または登録した所有者ではないため、年次株主総会に機関投資家本人が出席し

ようとしても、株主として認識されるのが困難な状況がある。常任代理人

（sub-custodian bank）に代理出席に必要な文書を用意させるのが困難であり、

一部の上場企業は、「受益権」という地位を認めていない、との声が寄せられた50。 
04  機関投資家が保有する株式の名義は、一般的に（自らの名義で保有する場合

以外）資産管理機関としての信託銀行となっており51、これが法的に株主総会に

出席（株主総会における議決権等の権利を行使）できる株主である。したがっ

て、運用機関（投資顧問等）の議決権の指図は、名義株主に対して行われてい

る（次頁図参照）。 
05  諸外国においても基本的な構図は同様であるが、英国では実質株主の株主総

会への出席制度があり、年に数社程度が利用しているとの報告や、オランダで

は実質株主が総会に出席する際には、カストディ銀行が出席の受付や議決権行

使の内容の伝達等の諸事務を行う等、カストディ銀行に負担がかかる仕組みと

なっているとの報告がなされた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
50 ACGA（Asian Corporate Governance Association）からの本研究会へのレター「ACGA 

Response to METI Study Group on Japanese AGMs」（2014 年 12 月 12 日）より。 
51 詳細については、参考資料参照。 
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 図表 4-16：主なアセットオーナー・アセットマネジャーと名義の関係  
 

 
（注 1） 単独口座と合同口座の両方がある。単独口座については、アセットオーナーの固有名詞を入れ、名義を明確にす

る場合もある。 
（注 2） 指図など株主権の行使（エンゲージメント活動）を外部委託する場合もある。 
（注 3） 運用は外部のアセットマネジャーに委託しながら、アセットオーナー名義で自らが指図する。 
（注 4） 運用委託先とは別に、指図など株主権の行使（エンゲージメント活動）だけを外部委託する場合もある。 

 
 
【企業における基本方針の未整備】 

06  この点に関連して、「コーポレートガバナンス・コードの基本的考え方」の補

アセットオーナー アセットマネージャー

名　 義 信託銀行
　 指　 図 投資顧問／年金基金

名　 義 信託銀行
指　 図 生保/損保

名   義 信託銀行
指　 図 金融機関/事業会社

名　 義 信託銀行
指　 図 投資顧問

名　 義 信託銀行
指　 図 投信委託会社

名　 義 カストディアン（注１）
指　 図 アセットオーナー（注２）

名　 義 カストディアン（注１）
　 アセットオーナー（注３）

アセットマネージャー（注４）

株式名義・指図等

年金基金
（厚生年金、

確定給付企業年
金）

信託銀行 名   義 信託銀行

生命保険 名   義 生命保険

投資顧問会社

生保/損保

グループ内投資顧
問会社

金融機関/
事業会社

ー 名   義 金融機関/事業会社

グループ内投資顧
問会社

投資信託（個人） 投信委託会社

生保/損保
（年金以外）

ー 名   義

共済組合等の非営
利団体

信託銀行 名   義 信託銀行

投資顧問会社

海外個人 － 名　 義 個人

個人 ー 名　 義 個人

海外機関投資家
（年金基金・SWF・
投資信託（ﾐｭｰﾁｭｱ
ﾙ･ﾌｧﾝﾄﾞ、ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒ
ﾝﾄ･ﾄﾗｽﾄ等））

－

運用会社
指　 図

国
内
投
資
家

海
外
投
資
家
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充原則１－２⑤においては「信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等

が、株主総会において、信託銀行等に代わって自ら議決権の行使等を行うこと

をあらかじめ希望する場合に対応するため、上場会社は、信託銀行等と協議し

つつ検討を行うべきである」とされている。 
07  本研究会においては、名義株主でない機関投資家等から要請があった場合、

企業側に基本的な対応方針がない場合が多く、そうした投資家が株主総会に参

加できるかが不明確ではないかとの問題提起がなされた。（下図によれば）実際

に実質株主の総会への出席について事前に申し出があった場合の対応について、

基本方針を定めてない会社が 59%であり、ほとんどの会社が基本方針を定めて

いない。また、基本方針を定めている会社のうち、出席も傍聴も認めない会社

を何らかの方法で株主総会への出席等を認める会社が若干上回っている。 
 
 
 図表 4-17：機関投資家等からの出席要請があった際の対応等52  

 
 
【企業における対応の視点】 

08  基本的な考え方として、「機関投資家向け議決権行使プラットフォーム」を利

用すると、いわゆる（名義株主に限らず）実質株主も会社への直接行使に近い

形で議決権行使を行うことができるため、株主総会の当日に実質株主が出席し

て議決権行使をすることを認めないのはバランスを欠くのではないかとの指摘

がなされた。 
09  また、検討にあたっては、株主総会の当日における議決権行使を認めること

                                                   
52 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 26 年 10 月）より。 
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を前提とした「出席」53も含め、名義株主でない者が株主総会に参加する場合と

してどのようなニーズ・状況が想定されるかを明らかにすべきとの指摘がなさ

れた。たとえば、議決権行使をした上で傍聴・見学したいのか、質問したいの

か、議決権行使したいのかなど。 
 

4.9.3 名義株主以外の機関投資家の議決権行使を巡る論点 
 
10  日本の会社の定款においては、一般的に株主総会に出席できる代理人を名義

株主に限っている。したがって、企業側としては、名義株主以外の機関投資家

（いわゆる「実質株主」等）を株主総会に出席させることに法的リスクを感じ

ている面があるとの指摘がなされた。 
11  反対に、名義株主を代理する証明を持っている機関投資家を株主総会に出席

させないことの方が法的リスクがあるのではないかとの指摘もなされた。すな

わち、定款において株主総会に出席できる株主を名義株主に限っていたとして

も、当該定款の趣旨は、議決権を行使しても株主総会が攪乱されるなど、会社

の利益が害されるおそれがないと認められる場合にまで名義株主でないものに

よる代理出席を禁ずるものではなく、こうした代理人の株主総会への出席を拒

むことはかえって定款の解釈適用を誤ったものと裁判所において判断されるリ

スクがあるのではないか、との指摘54もあった。   
12  企業側として株主との対話を促進する観点からは、機関投資家等が、自らが

実質的な株主であり、かつ名義株主からの代理権授与を証明すれば、株主総会

への出席を認めることが基本的な考え方ではないかとの問題提起があった。ま

た、定款で代理人を株主に限る趣旨は株主総会の攪乱を防ぐことであり、株主

総会を攪乱するおそれがない場合、代理人が株主ではなくとも株主総会に出席

できると解釈できるのではないかとの指摘もなされた。 
13  これに対し、一単元でも株式を取得すれば株主になれる中、名義株主以外に

代理出席を認めるとした場合、どうしても名義株主になれない理由は何か、そ

のような場合であって株主総会の運営上も問題ない時のみ限定的に認めるべき

との意見があった。 
14  これについて、（アセットマネージャーとしての）機関投資家としては、仕組

みとして信託を使うのが通常の業務であり、最終顧客の資金を預かっている以

上、自ら株式を購入して名義株主となることは利益相反との関係で行わない、

委任状を持って代理人であることで出席を認められることが望ましいとの見解

                                                   
53 会社法第 309 条参照。 
54 関連して、機関投資家による名義株主からの代理出席の事案ではないが、名義株主から株

主総会の出席について代理を受けた弁護士の株主総会への出席を、代理人の資格を名義株主

に限定した定款を根拠に断った企業の判断が違法とされた下級審判例がある（神戸地裁尼崎

支部平成一二年三月二八日判決）。 
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が示された。 
15  さらに、現在の定款規定は昭和 30 年代頃からの古い形であり、名義株主の代

理証明を持って出席しようとする機関投資家が参加できるかどうかも含め、定

款のあり方を見直すことも考えられるのではないかとの問題提起があった。ま

た、中長期的には実質株主名簿といった制度面での対応も視野に入るのではな

いかとの指摘もあった。一方で、株主の代理人としての出席を広く認めると株

主総会の運営に支障が生ずる可能性もあり、定款まで変更することは慎重に検

討すべきとの意見もあった。 
16  また、実務面からの別の指摘として、多くの参加者が来る総会当日の受付で

個別に確認することは困難であり、いずれにしても事前の相談が必要との見方

が示された。 
 

4.9.4 ガイドライン等の必要性 
 

17  株主総会の実務では、企業は極めて慎重に対応するため、企業の自発的、自

主的対応に任せるだけでは改善が進まない可能性があり、実務上、例えばどの

ような証明書類を実質株主が持参しなければならないか等を示すことで企業側

の対応の混乱も防ぐことができるため、株懇等において何らかのガイドライン

等の策定することが有用ではないかとの提案がなされた。 
18  また、検討事項として、株主総会の当日に実質株主であることを証明して出

席しようとする場合の対応や、議決権の事前行使を取り下げ当日の実質株主に

よる行使に回した場合の対応可能性などについて考慮・検討する必要があると

の指摘もなされた。 
19  加えて、企業側の対応だけではなく、投資家サイドの協力なくしてはなかな

かスムーズな問題解決ができないとの指摘もあった。例えば、顕名に協力をし

てもらう、顕名にできない事情がある場合であっても、企業側から問い合わせ

があった場合には実質株主の構成を明らかにする、証明書の提出を求められた

場合においては、速やかに証明書を提出する等、こうした機関投資家側の協力

があれば、実務が円滑に動くのではないか、との指摘があった。 
 
 

4.10 株主総会の決議事項のあり方  
 

4.10.1 株主総会の決議事項の状況と国際比較 
 

01  日本においては、定款に留保すれば株主総会の権限としてすべて決議事項と

なる制度となっている。これに対し、米国では株主総会の権限は取締役選任に

集中し、決議事項の多くは取締役会に権限がある。 
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02  この違いに関連して、米国の株主総会は株主の声を聞くという位置づけなの

に対し、日本では、定款に定めることで広く決議事項とできるため、株主総会

が株主との「対話」の場というよりは、決議を滞りなく進めるものとの意識に

なっているのではないかの指摘がなされた。 
03   また、株主総会の権限と取締役会等との関係について、米国やドイツ等では

経営決定権限はそもそも取締役会にあるのに対し、日本では究極的には株主総

会にすべての権限があり、取締役会はその委譲を受けていると理解されている。

株主総会と取締役会の役割分担については、諸外国で議論や制度の検討が続け

られてきた課題であることが紹介（下記コラム参照）された。 
 
 
≪コラム：株主総会制度をめぐるいくつかの論点55≫ 
 
（１）会社法における取締役会設置会社の株主総会権限 
 
「 前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、株主総会は、この

法律に規定する事項及び定款に定めた事項に限り、決議をすることができる。」 
（会社法第 295 条第 2 項） 

→ 昭和 25 年商法改正により規定された事項 
（それ以前は、現在の非取締役会設置会社と同様、株主総会はすべての会社

意思決定事項について決議できるとされていた。） 
（会社法第 295 条第 1 項参照） 

 
（２）昭和 25 年商法改正における株主総会制度の考え方 
 
① 本来、株主総会は会社の所有者的地位にあり、会社事項の全てについて決定

する権限を有している 
② 商法が株主総会の権限に限定を加えたのは、株主ないし株主総会の能力に限

界があることを認識し、その権限の一部を取締役に委譲したものと法律上みな

したことによるものである 
③ 株主において特に必要があるのであれば、定款により、いつでも、いかなる

事項でも株主総会で決められるものとすればよく、それは本来の権限が回復し

たに過ぎない 

 
（３）株主総会権限と取締役会権限との関係 
 
                                                   
55 株主総会のあり方検討分科会委員提出資料より。 
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 → 定款による株主総会権限の留保に対する説明 

「 新法が企業の所有と経営を一そう分離し、取締役の業務執行権を確立し   

たことは、株主が自己の能力と意欲とを正当に認識して、本来有する権限

を自己の利益のため進んで取締役に委譲したものであって、近代的企業の

在り方に対応する合理的体制ということができる。従ってこのことは、株

主が、もし欲すれば、定款の規定を以てかかる事項を総会の権限に留保す

ることを別段禁止するものではないのである。」 
（鈴木＝石井・前掲 106～107 頁） 

 
 → 株主総会の権限事項と取締役会ないし取締役の権限事項とは表裏の関係で

あり、株主総会の権限のあり方について考えるということは、取締役会ないし

取締役の権限のあり方を考えるということと等しい 
 
 → わが国の取締役会及び代表取締役の権限は、株主総会から権限の委譲を受け

たものとして理解され、その根拠条文として会社法 295 条 2 項は位置づけられ

ることがわかる（比較法的にみて特徴的） 
 
【アメリカ合衆国の各州会社法の場合】 

 → 一般的に、会社の事業上の意思決定事項について、一次的な権限を有してい

るのは取締役（会）である（わが国のような株主総会の権限の範囲を示す規定

を有していないが、設立定款や株主の決定により制約する余地は認められる） 
 → 取締役（会）の会社意思決定にかかる権限は、会社法上認められた固有の権

限であって、株主総会が本来的に有する権限が取締役（会）に委譲されたとい

う理解はされていない（19 世紀末から 20 世紀前半にかけて、株式会社の規模

が巨大化する中で、その管理は取締役が固有の権限と義務において行うべきだ

との考え方が一般的になっていった） 

【Delaware General Corporation Law § 141 (a)】 
本法の下で組織された会社の業務事項に関しては、本法又は設立定款に

異なる定めがない限り、取締役会の指揮により、又はその指揮の下で執行

される。 
The business and affairs of every corporation organized under this 

chapter shall be managed by or under the direction of a board of 
directors, except as may be otherwise provided in this chapter or in its 
certificate of incorporation. 

 
 
【ドイツ 1965 年株式法の場合】 
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 → ドイツの場合も、株式会社の取締役は自己の責任において会社の経営を行う

ものとされ（株式法 76Ⅰ）、株主から独立した固有の業務執行権限を有してい

る 
 → 株主総会は法律および定款で明示的に定められた事項について決議をなす

ことができるが（株式法 119Ⅰ）、業務執行事項に関しては取締役がとくに判

断を求めた事項についてしか決定できない（同条Ⅱ） 
 → 株主が会社の経営事項に対して介入することに対しては極めて抑制的かつ

懐疑的であり、これもドイツの株式会社が 19 世紀末から 20 世紀前半にかけて

巨大化する中で生まれた考え方である（1937 年株式法で採用） 

【Aktiengesetz § 76Ⅰ】 
  取締役は、自己の責任において会社を管理する。 
  Der Vorstand hat unter eigener Verantwortung die Gesellschaft zu 

leiten. 
 
【Aktiengesetz § 119Ⅱ】 
  株主総会は、業務執行に関する問題に関し、取締役がこれを求めた場合

に限り決議をすることができる。 
  Über Fragen der Geschäftsführung kann die Hauptversammlung 

nur entscheiden, wenn der Vorstand es verlangt. 
 

 

 
 

4.10.2 株主総会の権限と対話の質の関係 
 
04  諸外国と比較して、株主総会での決議事項が広いことが、株主総会の運営や

「対話」の質にも影響を与えているのではないかとの指摘がなされた。 
05  特に定款に留保すれば株主総会で何でも決められてしまう点については、株

牛提案権の問題とも相まって、様々難しい問題をもたらしているとの問題提起

があった。これに関し、定款にどこまで留保できるのか、定款を２層化して株

主総会で決める定款とスーパーバイザリーボードで決める定款を分けられない

かなど、株主総会のスリム化について改めて考えてみる必要があるのではない

かとの意見も示された。 
06  現状では、利益相反処理を株主総会に任せているなど、スーパーバイザリー

ボードとしての機能が弱いため株主総会決議事項が多くなっているとも考えら

れるため、スーパーバイザリーボードの機能を強化して株主総会との役割分担

を検討する必要があるとの指摘がなされた。 
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4.11 株主提案権 
 

4.11.1 株主提案権の意義 
 

01  本研究会では、株主提案権は、株主の意思を反映するための重要なツールで

あり、建設的な「対話」のために活用すべきとの全体的な方向性が確認された。 
02  米国では、経営事項は取締役が判断しつつ、株主の意見を経営に反映させる

余地を残すという考えが株主提案権という形に現れている。米国の株主総会の

決議事項は日本よりも限定されており、株主提案権の意味合いについても米国

ではコミュニケーションツールとして利用されている面があるとの指摘があっ

た。 
 

4.11.2 株主提案権の行使状況と論点等 
 
【株主提案権の行使状況】（詳細は参考資料「●」参照） 

03  株主提案権については、年間 20 件程度が付議されている。一社における行使

件数として、１件が 89%であるが、5 個以上の株主提案が行われているケース

もある。提案議案内容としては、定款変更議案が一番多い（下図：株主提案権

の行使状況①～③参照）。 
04  株主提案をした株主の属性としては、個人株主に次ぎ、市民団体・NPO 法人

が多いという実態がある（下図：株主提案権を行使した株主の属性参照）。これ

に関し、株主提案権については、これまで「社会運動の一環として利用」、「経

営陣と対立する大株主により利用」という２つのケースが多く見られてきたと

の指摘があった。 
 
 図表 4-18：株主提案権の行使状況①56  

 
 
 
                                                   
56 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 26 年 10 月）より。 
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図表 4-19：株主提案権の行使状況②：行使件数57  

 
 

図表 4-20：株主提案権の行使状況③：１件当たりの提案議案数58  

 
 
 
図表 4-21：株主提案権を行使した株主の属性59  

 
 
【株主提案権に関する課題等】 

05  株主提案権がこれまで企業価値を高める方向での適切、有効な使い方がされ

てきたかという点について、いくつかの論点や課題が指摘された。たとえば、

以下のような点が指摘された。 

① 荒唐無稽な提案等が大量になされる事例が見られる。一人の株主が一社で数

多くの株主提案をする状況を改善できないか。 
② 不適切な提案の多くは、経営裁量を縛るような内容を定款に盛り込んで企業

                                                   
57 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 26 年 10 月）より。 
58 同上。 
59 同上。 
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に影響力を行使していくという点に特徴がある。 
③ 機関投資家から見ても、企業価値向上につながるとは思えない提案が相当数

なされているとの印象があること。 
④ 海外機関投資からも以下のような意見が寄せられた60。同じ論点に関して多数

の提案がなされるとその正当性が崩れかねない。過度な株主提案によって生じ

る企業及び投資家の負担や管理コストを軽減しつつ、適正なレベルの株主参加

を促進すべき。建設的な対話を行うプロセスがあれば、数多くの株主提案がな

される必要性は減殺される。価値ある提案が企業の抵抗により拒否されるよう

なプロセスを提唱するものではなく、提案の関連性及び正当性を確保するため

に、提案の質及び関連性を担保するための独立した監督が必要。 
⑤ 同一議案の連続提案の場合61や、株主提案権の行使が権利濫用（民法第１条第

３項）と認められるような場合であれば、株主提案権の行使は制限される点で

歯止めがないわけではないが、特に前者については実質的に同一議案か否かは

ケースバイケースで判断され、配当議案などは前提となる経営状況、配当可能

利益などが年ごとに異なるため実質的に同一の議案とはならないため、実質上、

同一性を理由に株主提案権の行使が認められないケースは極めて少ない。 
 ⑥ 現状、株主提案は株主総会の開催の８週間前まで可能であるが、招集通知の

印刷・封入・郵送等の期間を考慮すると、早期発送を実現しようとする際には、

この点がネックとなる可能性もある。 
 

4.11.3 制度の概要と国際比較 
 
06  このような課題が研究会においては指摘されたが、前提として、日本の株主

提案権の要件及び諸外国の制度について、以下で概観する。 
07  日本においては、株主提案権を行使するためには、「総株主の議決権の１％以

上の議決権又は 300 個以上の議決権を 6 か月前から引き続き有すること」がそ

の要件となっており（会社法第 303 条～305 条）、持ち株要件以外に特段の要件

は課されていない。 
08  イギリスやドイツ、フランスについてみると、我が国同様、持ち株要件のみ

が行使要件として課されているが、イギリスやドイツでは総議決権の５％以上

の保有が要件となっており、日本と比べて要件が厳しくなっている。また、ア

メリカでは、持ち株要件に加えて、提案できる個数の制限（１人１つのみ）や

提案できる内容の制限が設けられている。 

                                                   
60 ACGA（Asian Corporate Governance Association）からの本研究会へのレター「ACGA 

Response to METI Study Group on Japanese AGMs」（2014 年 12 月 12 日）より。 
61 実質的に同一の議案につき株主総会で 10分の 1以上の賛成が得られなかった日から３年を

経過していない場合（同一の議案の連続提案）には、株主提案権の行使はできないこととな

っている（会社法第 305 条第 4 項）。 
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 図表 4-22：株主提案権の行使要件の各国比較  

 

 
※1 上記の表で「-」の箇所は、出典に記載はないが、要件が存在しない模様。 
※2 上場会社の場合 
※3 出所：経済産業省委託調査「平成 21 年度 M&A 市場における公正なルール形成に関する調査」、武井一浩「株主提案権

の重要性と適正行使」（商事法務 No.1973）、株主総会のあり方検討分科会委員提出資料。 

 
 
 
 

要件 日本 米国

持株要件
(いずれか
充足必
要)

①-1 保有株数要件

総株主の議決権の1%以上
もしくは

300個以上の議決権
(定款で引下げること可)

1%以上を保有

①-2 保有金額要件 - 市場価格で2000ドル分以上を保有

②保有期間
6か月前から引き続き株式を保
有(定款で短縮可)

提案時まで1年間以上継続保有が必要、かつ、提案時から株主総会までの継続保有
も必要

③提案期限
株主総会の8週間前までに提
案する必要(定款で短縮可)

多くの場合、委任状勧誘書その他報告書の中で、提案の提出期限が定めれられて
いる

④株主提案の制限

・法令もしくは定款に違反する
場合
・実質的に同一の議案につき
株主総会において総株主（当
該議案について議決権を行使
することができない株主を除
く。）の議決権の十分の一（こ
れを下回る割合を定款で定め
た場合にあっては、その割合）
以上の賛成を得られなかった
日から三年を経過していない
場合

・個々の株主総会で1つまでの提案制限
・株主提案が州法に照らして妥当でない
場合
・株主提案が法律又は委任状規則に反す
る場合
・株主提案と当該株主との間に特別な利
害関係（special interest）がある場合
・株主提案が、直近事業年度末の会社の
総資産の5％未満、かつ直近事業年度の
会社の純利益及び総売上の5％未満であ
る事業に関するものであり、かつ他の面
でも会社の業務に重大な関連があるとは
いえない場合
・会社に株主提案を実施する権限がない
場合
・株主提案が会社の通常業務に関する問
題を扱っている場合

・株主提案が会社の取締役会又はそ
れと類似する支配管理機関のメンバー
の指名又は選出に関するものである場
合や、上記指名又は選出の手続に関
するものである場合
・株主提案が同じ株主総会に提出され
る会社提案と矛盾する場合
・株主提案が実質的に見て既に実行済
みである場合
・株主提案が他の提案者から既に提出
され当該株主総会の委任状勧誘資料
に盛り込まれる他の提案と、実質的に
重複する場合
・株主提案が直近 5 暦年以内に会社
の委任状勧誘資料に盛り込まれた他
の提案と、実質的に同じ問題を扱うも
のである場合
・株主提案が具体的な額の現金配当
又は株式配当に関するものである場合

⑤その他 - 株主による提案は、付属資料も含めて500語以内である必要

要件 英国※2 独国 仏国

持株要件
(いずれ
か充足必
要)

①-1保有株数要件 総議決権の5%以上 -

一人又は複数で株式の5%超を保有
(会社の株式資本が75 万ユーロを超え
ている場合は、これよりも低い比率で
も行使可能)

①-2 保有金額要件
1 人平均100 ポンド相当以上の株
式を有する株主100 人以上

合計して株主資本の少なくとも5％を保
有

もしくは
500,000 ユーロに相当する金額の株式
を保有

-

②保有期間 - - -

③提案期限
株主総会の6週間前まで
それ以降の場合は、招集通知が発
送されるまで

-
株主総会の25日前までに取締役会の
議長に送付される必要

④株主提案の制限
・他社の名誉を毀損する場合
・法的根拠を欠くか嫌がらせ目的で
ある場合

-
・提案内容に制限はない
・取締役会によって定められた当初の
議題と関連する必要もない

⑤その他 - - -
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4.11.4 見直しの必要性等 
 
【見直しを行うべきとの意見】 

09  このような内外の状況を参考にしながら、株主の対話のツールとして重要な

提案権をより意義のあるものにする観点から何らかのルールを検討してはどう

かとの問題提起があった。 
10  具体的な方策として、本研究会のおいては、提案数を制限することが最も実

現可能性が高く、多くの場合、妥当な結果が得られるのではないかとの指摘が

なされた。一方で内容制限（業務執行事項について制限するなど）もあり得る

が、業務執行事項と定款変更事項の区別が曖昧であり、制度化は難しいのでは

ないかとの見方も示された。この背景として、現実的に会社の経営政策に影響

を与えようとする場合に、株主が立てることができる提案の数はそれほど多い

わけではないと思われるため、提案数を制限したとしても、企業と投資家の対

話の促進や株主権重視の流れに反するものではないとの考えがある。 
11  現在の株主提案権の規定は、昭和 56 年の改正時の時代背景からは合理性があ

ったと思われるが、現在の事情に照らしてその合理性があるかどうかは再検討

の余地があるとの指摘もあった。 
 

【提案権の制限を検討することは慎重にすべきとの意見】 

12  前述したように現状、株主提案はほとんど行われておらず、使われたとして

も本来の意図とは異なる適切とは言えない使われ方をしている状況。一方で、

米国では、株主提案は株主と会社との対話のツールであると考えられている。

日本においても、制限するというよりはむしろ、米国のように建設的な方向で

株主提案権が使われるような働きかけを行う必要があるのではないか、その観

点から提案権を制限する動きは慎重にすべきとの指摘がなされた。 
 
【費用負担の問題】 

13  欧米と異なり、日本では、株主提案権の内容をすべて会社費用で他の株主に

対して周知することとなっている。株主提案権の行使が多くなれば、議決権行

使書面や招集通知の記載分量が増え、株主への通知等に相応の時間・費用を要

するため、何らかの配慮が必要ではないかとの問題提起もなされた。 
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５．総会（対話）プロセスにおけるプレイヤーの意識と行動 

 

01  本研究会においては、これまで述べた制度や実務環境の下で、企業と投資家

およびそれに関係するプレイヤーの「対話」に対する意識と行動のあり方につ

いても議論がなされた。 

 

5.1 企業側や投資家に求められる姿勢・実力 
 
01  本研究会においては、企業と投資家の対話を持続的な企業価値創造につなげ

るためには、双方の見識や実力を高めることが必要不可欠であるという認識が

共有された。 
02  そのような観点から、対話の方向性としても、①短期的な株価の押し上げと

いった視点ではなく、中長期的な企業価値向上に資すること、②画一的なもの

ではなく、事業環境や企業の成長ステージ等により異なっていたり、変化し続

けること、③企業と投資家が向き合い、企業は説明責任を発揮し、投資家はス

チュワードシップ・コード等に基づく受託者責任を果たしていくこと、の３つ

が大切との指摘があった。 
 
【企業に求められるもの】 

03  企業経営者の意識や行動については、日本と米国等で資本市場の制度は同じ

でも海外では起きないような株主目線を欠く行動が日本で起こることが指摘さ

れた。その背景として、米国と比べ、日本の経営者が株主であることが多くな

いことがあり、これを認識した上で意識改革を図ることが必要との指摘があっ

た。 
04  また、たとえば四半期開示によって投資家がショートターミズムになってい

るといった問題についても、企業側は投資家の投資行動そのものを規制するこ

とはできない。それを企業が阻害しにいくと、市場原理に反することになる。

一方で企業側にも、どの投資家の助言なり建設的な指摘に対応すべきかという、

投資家を選択する権利があり、ショートターミズムに陥っている投資家やそれ

を促進するアナリストではなく、逆の投資家からの建設的な助言を求めるべき

ではないかとの見解が示された。 
05  加えて、企業から、制度が変わっても企業側の意識が変わらなければ、何も

変わらない可能性がある。制度上、自由度が与えられているならば、対話先進

国を目指していくために、企業が横並び意識を捨て、自ら変わる努力をしてい

くべきとの意見も示された。 
06  こうした経営者の投資家に対する意識を高めるとともに、その間のコミュニ

ケーションを円滑にしていくためにも、IR（Investor Relations）を育成する意

識を経営者が持つような意識改革が必要であるとの認識も示された。 
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【投資家に求められるもの】 

07  一方で、企業との対話において投資家が議論すべきは、長期的な企業のあり

方が持続的な価値創造につながるのかという長期的な視点である。そのために

は投資家の見識レベルが経営者のレベルまで深まることが必要との指摘もなさ

れた。 
08  また、対話において、機関投資家のポートフォリオ・マネージャー・アナリ

ストと議決権行使担当者の分断も問題であり、利益相反に対応した上で社内で

の情報交換・共有を改善すべきとの指摘もなされた。 
 

5.2 継続的な「対話」 

 
【継続的な対話のあり方】 

01  経営者の一挙手一投足、あるいは発言する時の決断力の強さ、空気などは大

事な情報である。近年、様々なメディアが発達する中、文書に何が書いてある

かを細かく見ていくことも重要だが、そういった意味での対話の質と量をどう

高めるか、それを踏まえて開示にそれらの要素を入れていくことが重要との意

見があった。 
02  そのような観点から、経営者と投資家の継続的な対話の内容としては、足下

の業績ではなく中長期的な経営者の考え方や戦略、ガバナンスのかたちではな

く、それを選ぶ理由、取締役・経営者の選び方、実際の活動が重要。対話の本

質的な役割を担うのは、社外取締役や CEO であり、その社外取締役や CEO が

どのように選ばれるのか、その仕組み自体が非常に重要な情報であり、そこに

規律を与えているということが、重要な情報との指摘があった。 
 
【「対話」をするための（法的）制約への懸念】 

03  持続的な企業価値向上のためには、長期的な投資家が機能し、対話を行える

環境づくりが重要。経営者が日常的な IR や総会前の対話において、どのような

内容を話せるか不明瞭なところがあるとの指摘があった。たとえば、取締役選

任に関係する部分も含め、大株主等とどの程度の話ができるかなど、インサイ

ダー情報の扱いも含めセーフハーバーを示せないかとの問題提起がなされた。 
04  これに関して、スチュワードシップ・コード策定時に対話促進の観点からイ

ンサイダー規制等の法規制に関する解釈等が示されていることが確認62された。 
 
 
                                                   
62 金融庁「インサイダー取引規制に関するＱ＆Ａ」（平成 20 年 11 月 18 日）、「情報伝達・取

引推奨規制に関する Q&A」（平成 25 年 9 月 12 日）、「日本版スチュワードシップ・コードの

策定を踏まえた法的論点に係る考え方の整理」（平成 26 年 2 月 26 日）。 
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5.3 株主総会プロセス等に関わるプレイヤーに期待される役割 

 

【総会支援実務における論点】 

01  株主総会の運営に関して、株主総会前に信託銀行や弁護士から助言等を受け

ることがあったが、その時には早く株主総会を終わらせる、質問を多く受け付

けない、問題が起きる前に株主総会を終わらせるといったものが多かった。企

業側が株主と対話しようとしても、経験が浅い等の事情によりこうしたアドバ

イスに従う結果、株主総会における対話が活発化しない側面があるのではない

かとの指摘があった。 
02  それに対し、信託銀行等からは、株主総会において、株主との対話が重要視

されていないわけではないが、どちらかというと、総会運営のアドバイスが中

心となっている。一般的に、オーナー企業よりも、サラリーマン経営者が多く、

任期が来たら退任というケースが多い。そのような状況において、経営者は、

会社法とは何か、株主総会とは何か、株主総会運営はどのように行うか等から

学ぶ状況にあり、株主とどのようにコミュニケーションするかという段階まで

は議論が至っていないというのが現状との見解が示された。 
03  また、信託銀行では、株式事務を担っているが、機関投資家・個人投資家の

所有期間の調査、シェアの調査、株主へのアンケート等を行い、株主あるいは

発行会社のニーズを把握する取組も行っている。また、株主総会でスライド、

動画等を用いた議長によるプレゼンテーションのサポート業務等も行い、株主

との対話促進の一助ともなっているのではないかとの報告もなされた。 
04  その他、株主総会の開催や配当金の支払い等において、保振（証券保管振替

機構）、ゆうちょ銀行、銀行、信託銀行、印刷会社等関係者が多く、株主総会に

関する議論に当たっては、これら関係者のシステム構築や関係者によるスキー

ム構築等を考慮すべきとの指摘があった。他方、現行の実務を前提とするので

はなく、あるべき姿に向けて現状をどのように改善していくかという観点も必

要ではないか、との指摘もあった 。 
 
【総会支援に当たるプレイヤーへの対話促進の役割期待】 

05  今後の方向性として、信託銀行や IR・ガバナンスのコンサルタント、議決権

行使助言会社等については、企業と株主との対話を促進・アレンジするという

新たな役割、ビジネスが考えられるのではないかとの議論があった。 
 
 

以下、余白 
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