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２．議決権電子行使プラットフォーム
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 内外の機関投資家による議決権行使の現状はどうか 
 

 諸外国における議決権行使のための電子的プラットフォームの利用状
況はどうか 
 

 議決権電子行使プラットフォーム（ICJ）の利用状況・効果・課題は
何か。これを活用しやすくするための方策としてどのようなオプションがあ
りうるか              

等 

 我が国の議決権行使インフラの１つである議決権電子行使プラットフォー
ム（ICJ)を活用しやすくするなど、機関投資家による議決権行使プロセス
全体の電子化に向けた課題と対応策は何か。  

検討事項②：議決権行使プロセス全体の電子化を促進するための課題と方策 
（第１回研究会事務局提出資料から抜粋） 

１．本研究会の検討事項 
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第三章 今後の方向性と具体的方策 

3.6.3 議決権行使の電子化の促進 

 10  議決権行使プロセス全体を効率化するため、関連書類の電子化とともに以下のような議決権行使における
電子化の促進についての検討が期待される。 

１）我が国の議決権行使プロセスの基盤インフラの1つとして、議決権行使電子プラットフォーム（ICJ）を活
用しやすくするための方策の検討。 

２）グローバルな機関投資家が活用している議決権行使のための電子的プラットフォームの状況を踏まえ、議
決権行使プロセス全体の電子化を促進するための課題と方策を関係団体等において検討。 

■「持続的成長に向けた企業と投資家の対話促進研究会報告書」（平成27年4月23日）抜粋 

 議決権行使プロセス全体の電子化に関する検討の前提① 

■「コーポレートガバナンス・コード～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～ 」（2015年6月1日、東京証券取引所）抜粋 

【原則１－２．株主総会における権利行使】 
 上場会社は、株主総会が株主との建設的な対話の場であることを認識し、株主の視点に立って、株主総会にお
ける権利行使に係る適切な環境整備を行うべきである。 
補充原則 
１－２④ 上場会社は、自社の株主における機関投資家や海外投資家の比率等も踏まえ、議決権の電子行使

を可能とするための環境作り（議決権電子行使プラットフォームの利用等）や招集通知の英訳を進め
るべきである。 

 

１．本研究会の検討事項 



 議決権行使プロセス全体の電子化に関する検討の前提② 
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（６）議決権電子行使プラットフォームの利用促進  
 ＩＴ技術等が進展する中、電子的な方法による議決権行使を可能 とする環境を整備することが一層重要となってきている。しか
しな がら、議決権電子行使プラットフォームへの上場会社の参加は、現在、上場会社全体の１割程度という低率にとどまっている。
こうした中で、機関投資家等からは、議案の十分な検討期間等が確保され るべく、議決権電子行使プラットフォームの上場会社に
よる利用促進につき、強い要望がある。取引所においては、上場会社による議決権電子行使プラットフォームの利用促進に向
け、例えば、一定の 上場会社に対する利用義務化の検討などを含め、積極的な取組みが求められる。 なお、今後、上場会社に
よる議決権電子行使プラットフォームの利用が促進されていくに伴い、機関投資家等の側においても、議決権電子行使プラット
フォームへの参加が上場会社の事務コストの削減等に有効につながっていくよう、議決権電子行使プラットフォー ムの積極的な
利用が求められる。 

（議決権行使を容易にするための環境整備の取扱い） 
第４３７条  規程第４４６条に規定する施行規則で定める事項とは、次の各号に掲げる事項をいう。 
（１） 定時株主総会を開催する他の上場会社が著しく多い日と同一の日を、定時株主総会の日と定めないこと。 
（２） 株主総会の招集の通知を会社法第２９９条第１項に規定する期日よりも早期に発送すること。 
（３） 株主総会の招集の通知及び会社法第３０１条第１項に規定する株主総会参考書類又は施行令第３６条の２に規

定する参考書類（以下この条において「招集通知等」という。）を、招集通知等の発送後速やかに電磁的方法により投資者
が提供を受けることができる状態に置くこと。 

（４） 招集通知等を要約したものの英訳を作成し、投資者が提供を受けることができる状態に置くこと。 
（５） 株主（当該株主が他人のために株式を有する者である場合には、当該株主に対して議決権の行使に係る指図権その
他これに相当する権利を有する実質的な株主を含む。次号において同じ。）が電磁的方法により議決権（議決権の行使に
係る指図権その他これに相当する権利を含む。次号において同じ。）の行使を行うことができる状態に置くこと。 

（６） その他株主の株主総会における議決権の行使を容易にするための環境整備に向けた事項 

■有価証券上場規程施行規則（東京証券取引所）  

■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 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～」  （平成２１年６月１７日）抜粋 

１．本研究会の検討事項 
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１．本研究会の検討事項 

２．議決権電子行使プラットフォーム
（ICJ）の利用効果と課題 

３．議論のための参考情報 
   （第1回事務局提出資料から抜粋） 
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 ICJの利用に向けた課題としては、主に、以下が挙げられる（詳細は次頁以降）。 
  ① 指図フローが二重になることによる議決権行使業務の煩雑化 【機関投資家】 
  ② アセットオーナーからの同意取得 【機関投資家】 
  ③ コストパフォーマンス 【機関投資家・発行企業】 
  ④ 他の議決権行使事務代行業者の電子プラットフォームとの連携 

２．議決権電子行使プラットフォーム（ICJ）の利用効果と課題（１） 

 ICJの利用効果としては、主に、以下が挙げられる。 
  ① 機関投資家における議案検討期間の拡大（＋１～２週間程度） 
  ② 議決権行使結果の早期把握と対話の充実 
  ③ 議決権行使の再指図が容易（期限内であれば何度も再指図が可能） 
 ICJに参加している発行企業に対する議決権行使において、機関投資家がICJを利用すれば、①発送日と同日に議

案名及び総会情報をプッシュ型で入手できるとともに、②株主総会の前日まで議決権行使を行うことができるようにな
る。これにより、議案検討期間は、ICJを利用しない場合に比べ、国内機関投資家で＋6～8営業日程度、海外機
関投資家で＋7～10営業日程度、拡大することが見込まれる。【第1回研究会事務局提出資料5-2から抜粋】 

 ICJに参加すると、発行企業においては、総会直前にしかわからなかった議決権行使結果の大勢を、日々タイムリーに
把握できるようになる。これにより、行使結果の状況に応じて、総会開催までに追加情報の発信・説明等、議案への
理解を求めるべく様々なアクションをとることができる。結果として、対話の充実・質の向上が図られる。【ヒアリング結果等】 

 期限内であれば、何度でも議決権行使の再指図が可能になるため、例えば、反対票を投じた後に得られた追加情
報等を踏まえ、賛成票に変更することもやりやすくなる。【ヒアリング結果】 

利用効果 

課 題 
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課題①：指図フローが二重になることによる議決権行使業務の煩雑化 【機関投資家】     

■「持続的成長に向けた企業と投資家の対話促進研究会報告書」（平成27年4月23日）抜粋 

第二章 議論・分析・問題提起 
4.8.3 電子化による議決権行使の効率化 
19 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。 

■第1回研究会（平成27年11月9日）における指摘内容 

 ICJプラットフォームについて、参加企業は現在500社以上あると思うが、上場企業全体からみると、まだ利用率が低い状
況。この場合、多数の株式を保有している大手の投資家にとっては、ある銘柄はプラットフォームによる電子的行使、ある
銘柄は紙ベースでの議決権行使となり、事務が複線化し、使い勝手が悪いため、結局、ICJ銘柄であっても紙ベースでの
行使を選択し、プラットフォームは利用していない投資家も多いのではないか。 

 機関投資家においてICJプラットフォーム（ProxyEdge)の利用が進まないのは、オペレーションコストの増加が要因として
大きいのではないか。全ての企業が議決権行使プラットフォームに参加していない状況では ICJ経由での指図と信託銀行
に提出する議決権行使指図書による指図とを使い分ける必要があり、議決権行使指図のプロセスが複線化してしまう。 

■ヒアリング結果概要 

２．議決権電子行使プラットフォーム（ICJ）の利用効果と課題（２） 
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課題①：指図フローが二重になることによる議決権行使業務の煩雑化 【機関投資家】     

 国内機関投資家においてICJプラットフォームの利用が普及しない理由は、ICJプラットフォーム非参加企業・参加企業とそ
れぞれの方法で議決権行使指図を行う必要があるため、指図プロセスの複線化による事務負担が増大する懸念が強い。 
他方、海外機関投資家の議決権行使指図は、発行企業がICJに参加しているかどうかにかかわらず、既に一本化されて
いる。すなわち、多くのグローバルカストディアン（海外の名義株主）は議決権行使を代行業者（Broadridge等）にア
ウトソーシングしており、海外機関投資家（実質株主）は、当該代行業者の電子プラットフォーム上で議決権行使の指
図を行っているため、事務の複線化は生じない。 

■ヒアリング結果概要（続き） 

対応策に関する指摘 
 

 投資家サイドにおいてICJの利用が広がらない理由としては、上場企業の加入数が、クリティカルマスを突破できなかったこ
とが大きい。よって、海外の投資家も含めた適切な議決権行使が上場企業にとって重要な責務であるという前提に基づ
き、JPX400の条件なのか、もしくはそれ以上に拡大するのかも含め、レギュレーションにより網の目を張っていくことが必要で
はないか。 

 コーポレートガバナンスに前向きな企業はよいが、問題は後ろ向きな企業をどうするか。ここは東京証券取引所の出番であ
り、取引上のルールとしてある程度強制力を持たせて、法が要求する以上のものを取引所として上場企業に要請していく
べき。 

 ICJの利用は、議案検討期間の拡大の観点からも促進すべき。ただ、上場の条件にICJ利用を含めることは難しい。そこ
でここでの肝は、ICJ利用によって企業側が受けられるメリットを詰めることである。その観点から、ICJが把握している実質
株主に関する情報をたとえば企業側に開示できれば、企業側にとっても対話の相手がより把握できるメリットが出てくるので
はないか。 

 

■第1回研究会（平成27年11月9日）における指摘内容 

２．議決権電子行使プラットフォーム（ICJ）の利用効果と課題（３） 
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課題②：アセットオーナーからの同意取得 【機関投資家】   

■ヒアリング結果概要 
 機関投資家（アセットマネージャー）とアセットオーナーとの契約において、第三者を経由した議決権行使の指図に関する取り決

めが明記されていないため、ICJを利用しようとする際、アセットオーナーから個別に同意を得る必要がある。機関投資家に
よっては100を超えるアセットオーナーと契約している場合もあり、すべてのオーナーと再度交渉・契約する事務負担が大きい。 

 また、機関投資家がICJを利用する場合には、機関投資家自身がアセットオーナーから電子行使に関する承認書を取得
し、これをアセットオーナーと信託契約を結んでいる資産管理銀行（名義株主）に提出することが求められる。 

 アセットオーナーの同意を得ようとしても、一部のアセットオーナーからICJの利用について同意が得られないこともある。例え
ば、新規に獲得した顧客（アセットオーナー）からICJの利用について同意が得られず、結果として議案の検討期間がタイ
トになったケースもある。同意を得られない理由の一つとしては、機関投資家がICJを利用することによる利便性向上につい
て、アセットオーナーからの理解が得られないことが挙げられる。 

 同意を得られないもう一つの理由としては、議決権行使指図が処理されず、損害が発生した場合の責任の所在が不明と
いった点が挙げられる。アセットオーナーは資産管理信託銀行と信託契約を締結しているが、ICJを利用する場合、機関投
資家は実質的に資産管理信託銀行に代わって議決権を指図することになる。こうした場合において、①機関投資家は資
産管理信託銀行と同等の責任を負えるのか、また、②何かしら損害が発生した場合にICJがどこまで損害を補填できるの
か、といった点が明らかでないとして、アセットオーナーからの同意が得られないケースもある。 

 海外においては、プラットフォームの利用に関して、アセットオーナーから別途同意を取得する必要があるといった実務は存在
しない（聞いた事がない）。 
 

 
 アセットオーナーに対して、機関投資家がICJを利用することメリットの理解を促すことが必要ではないか。 
 ICJを利用した議決権行使に関して、何らかの損害が発生した際の責任の所在についての整理が必要ではないか。 
 同意取得が必要となる背景には、アセットオーナーのアカウント情報（匿名化された口座情報）を第三者たるICJに提供

する必要があることが考えられる。例えば投資一任契約のひな形等に、ICJ利用を前提とした取決めを盛り込むのは一案。 

対応策に関する指摘 

２．議決権電子行使プラットフォーム（ICJ）の利用効果と課題（４） 
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課題③：コストパフォーマンス 【機関投資家・発行企業】 

■「持続的成長に向けた企業と投資家の対話促進研究会報告書」（平成27年4月23日）抜粋 

第二章 議論・分析・問題提起 
4.8.3 電子化による議決権行使の効率化 
20 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。 

 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。【対話研究会報告書・抜粋】 

 肝は、企業側が受けるメリットを企業側にしっかり理解してもらうことである。例えば、ＩＣＪが把握している実質株主に関する情
報をオープン化すれば、企業側にとっても対話の相手が容易に把握できるメリットが出てくる。【第1回研究会における指摘内容】 

■第1回研究会（平成27年11月9日）における指摘内容 
 議決権行使プラットフォームへの参加及び株主による議決権の電子行使（インターネット上での行使）は未採用である

が、理由の１つはコストの問題。 

 ICJプラットフォームの普及は発行企業側のコストパフォーマンスの問題が大きいのではないか。 
 株主数が少なく外国人がいない企業も多い。東証1部、2部といったように区切っても機関投資家が投資していない銘柄

があり、コストを負担してまでICJプラットフォームを採用するメリットを感じない企業も多い。また、発行企業にICJプラット
フォームの採用を義務化するのは乱暴な議論だと考えている。 

 機関投資家側において直接ICJプラットフォームに指図を行うにあたっては、別途、それ用のシステムを構築するための準
備・コストが必要となる。 

■ヒアリング結果概要 

対応策に関する指摘 

２．議決権電子行使プラットフォーム（ICJ）の利用効果と課題（５） 
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課題④：他の議決権行使事務代行業者の電子プラットフォームとの連携 

■第1回研究会（平成27年11月9日）における指摘内容 
 サードパーティであるISSなどの指図代行プラットフォームとICJのプラットフォームとの議決権行使データの接続ということも検

討すべき。 

 議決権行使プラットフォームを提供する会社としてはICJ/Broadridge以外には、ISS、Glass Lewis、エックスネット等が
ある。 

 海外ではBroadridgeが提供するProxyEdge とISSが提供する議決権行使プラットフォームProxyExchange は連携
している。他方、国内においては、ICJ（ProxyEdge）とProxyExchangeを連携することは技術的には可能だけれど
も、実現できていない。 

 このため、顧客である機関投資家が非居住者（口座が日本国外）で発行企業がICJプラットフォームに参加している場
合、当該機関投資家は株主総会の前日まで議決権行使の指図を行うことができるが、一方で、国内居住のファンドの場
合、そのような効果は得られない。また、ProxyExchangeに入力された指図の内容が自動的に資産管理信託銀行に
通知される仕組みにはなっていないため、現状ではProxyExchangeへの指図と資産管理信託銀行指定の議決権行使
指図書を用いた指図との二重処理（複線化）が発生している。 

 さらに、国内居住のファンドと非居住のファンドを同時に運用する機関投資家の場合、現状では国内居住のファンドの期
限に合わせて議決権行使の指図を行う必要がある。指図は通常銘柄毎に行うので、早期に到来する期限に合わせる必
要があり、この場合、非居住者のファンドは電子行使のメリットを享受できない。 

■ヒアリング結果概要 

対応策に関する指摘 

２．議決権電子行使プラットフォーム（ICJ）の利用効果と課題（６） 
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１．本研究会の検討事項 

２．議決権電子行使プラットフォーム
（ICJ）の利用効果と課題 

３．議論のための参考情報 
   （第1回研究会事務局提出資料から抜粋） 
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 国内機関投資家の議決権行使の基本的な流れ   
 株主名簿管理人から招集通知・議決権行使書面が管理信託銀行（名義株主）に送付され、

管理信託銀行はアセットマネージャーに招集通知を郵送する。 
 アセットマネージャーは議決権行使の指図をe-mail・FAX等で管理信託銀行に行う。 
 管理信託銀行は、指図内容を集計し株主名簿管理人に郵送。株主名簿管理人は個人株主

分も含め、行使結果を集計し、発行会社に通知する。  

アセット・
オーナー 
（年金
等） 発行 

会社 

ファンド 
マネージャー 

議決権行使
担当者等 

議決権行使助言会社 

【日本】 

アセットマネージャー 
（投資顧問会社、 

信託銀行等） 

※1：管理信託銀行とは、年金加入者の資産管理や、アセットマネージャー（運用受託機関）がとりまとめた運用指示にもとづいて運用商品の売買、配当、年金・一時
金の支払いなどを行う機関。 

株主名
簿管理

人 
（信託
銀行
等） 

個 
 

人 

株式事務
委託契約 

助言・情報提供等 

投資顧
問契約 

管理信
託銀行 

 
（名義
株主） 
※１ 

株主総会・議案情報通知の経路 

凡例 

議決権行使指図の経路 

（出所）関係者へのヒアリング結果等に基づき、経済産業省作成 
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 招集通知の発送が法定２週間前と仮定した場合、発送日～総会日前日までは11営業日(2015年）。 

 国内機関投資家に招集通知が届くまでに2～3営業日必要（①）。（遅くとも総会の８営業日前まで） 

 管理信託銀行の指図集計等及び株主名簿管理人への郵送に2営業日程度（②）、株主名簿管理人の
行使結果集計等に3営業日程度（③）必要であるため、投資家による議決権指図の〆切は総会の5営
業日前（②＋③）。 

 よって、議案検討期間は「11営業日－7～8営業日（①+②＋③）＝実質3～4営業日」となる。 

管理信託銀行 

+1～2日 

指図締切り 
総会の5営業日前 

6/11（木） 6/12（金） 

議決権の指図 
（指図書(Excel)をe-mail送信） 

国内機関 
投資家 

発行企業 
株主名簿 
管理人 

6/22（月） 

招集通知の郵送※1 

指図集計・行使書作成（+1日） 
（賛否記入、不統一行使内訳明細作成等） 

郵送※1（＋1～2日） 

+1～2日 

議案の検討期間 
３～４営業日 

+2～3日 

凡例 
株主総会・議案情報通知の経路 

議決権行使指図の経路 

招集通知の郵送※1 
（指図書原紙(Excel)は事前に送信） 

6/16（火） 

6/19（金） 

6/12（金） 

ISS・Glass 
Lewis等 

招集通知発送日後、 
1～5営業日以内を目途に 
賛否推奨レポートを提供 

2015年6月11日（木）招集通知発送日 6月26日（金）株主総会開催のケース（イメージ） 

※1 郵送期間は、午前差出・午後差出の別、郵送先の所在地、天候などにより変化する。上記フロー図では便宜上、株主名簿管理人・管理信託銀行間の郵送は１日、管理信託銀行・国内機関投資家間の郵送は2日で計算。土
曜日も集配はあるが、営業日を前提。 

※2 株主名簿管理人は、機関投資家分は行使書の到着日に行使結果を集計し、個人株主分の集計結果（通常、総会日前日の夕方頃まで行使が可能）と併せて、総会日前日までに発行企業に毎日集計結果を報告 

6/16（火） 6/23（火） 

行使結果集計※2 

6/26（金） 

株
主
総
会 

+3日 

行使書の到着期限 
総会の原則3営業日前 

総会情報入手 

（出所）関係者へのヒアリング結果等に基づき、あずさ監査法人作成 
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 招集通知が法定２週間前発送と仮定した場合、発送日～総会日前日まで11営業日(2015年）。 

 発行企業は招集通知を発送日の２営業日前にICJに登録（TDnet経由）。その後、ICJによる議案名の入
力等に２日要し、国内機関投資家は「発送日と同日」に招集通知を入手。 

 国内機関投資家は発送日当日から総会日前日の正午まで議決権行使の指図が可能（期限内であれば
何度も再指図が可能）。 

 よって、議案検討期間は実質10～11営業日となる。 

2015年6月11日（木）招集通知発送日 6月26日（金）株主総会開催のケース（イメージ） 

※1 TDnet(ティー・ディー・ネット)とは、東京証券取引所の運営する適時開示情報伝達システム(Timely Disclosure network)のこと。なお、英文招集通知の登録は作成している場合に限る。 
※2 株主総会の基準日到来後、ICJは株主名簿管理人並びに資産管理信託銀行より株主情報（主には株数情報）をシステムを介して入手し、登録株主と実質株主のデータが一致しているかの照合並びに調整を行う。 
※3 総会情報とは、会社名、総会開催日・場所、指図〆切日、基準日等である。招集通知（翻訳版がある場合は翻訳版も）も電子プラットフォーム上に掲載する。 （出所）関係者へのヒアリング結果等に基づき、あずさ監査法人作成 

6/9（火） 6/9（火） 

議決権の指図 
（電子PF上） 6/25（木） 

管理信託銀行 

国内機関 
投資家 

発行企業 
株主名簿 
管理人 

実質株主情報通知※2 

招集通知の
郵送 電子行使期限 

総会の1営業日前 

凡例 

株主総会・議案情報通知の経路 議決権行使指図の経路 株主名簿管理人・管理信託銀行・ICJの情報共有他 

指図された議決権の集計 
（電子PF上） 

発送日の2日前 

TDnet※1への招集通知
（和・英）の登録 

6/11（木） 
+2日 

議案情報をPFに入力 
総会情報※3の通知 

(e-mail) 
 

6/11（木） 

名義株主情報の通知※2 

6/11（木） 

6/25（木） 

+0日 

指図締切 
総会の1営業日前 

株
主
総
会 

議案の検討期間 
10～11営業日 

ISS・Glass 
Lewis等 

総会情報入手 

ICJ／Broadridge 
 電子プラットフォーム(PF) 

6/26（金） 

招集通知発送日後、 
1～5営業日以内を目途に 
賛否推奨レポートを提供 
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 株主名簿管理人から招集通知・議決権行使書面が国内の常任代理人に郵送され、常任代理人（又はその委託業
者）は、議案名を翻訳し、 総会情報（日時・場所等）とともにe-mail等で議決権行使事務代行業者へ送信する。 

   ※注1：多くのグローバルカストディアン（海外の名義株主）は議決権行使を代行業者にアウトソーシングしている。 
    ※注2：招集通知（翻訳版）本体・参考書類はグローバルカストディアン又はアセットマネージャーの求めに応じて送付・送信する。 

 同代行業者は議案名・総会情報を自らが提供する議決権行使システムに登録し、e-mail等でアセットマネー
ジャーに伝達する。 

 アセットマネージャーは、議決権行使の指図を同議決権行使システム上で行う。 
 同代行業者は、指図内容を集計し常任代理人に通知。常任代理人は指図内容を議決行使書に記入し、株

主名簿管理人に郵送。株主名簿管理人は、個人株主分も含め、行使結果を集計し、発行会社に通知する。  

※2：サブカストディアンは、グローバルカストディアンがサービスを提供する各市場において、現地の仕組みに沿った証券の受渡しや保管・決済等のサービスを提供するため選任される。わが国では、通常、銀行又は証券会社等の金融機関
が常任代理人として、外国人投資家に代わって、 配当金及び諸通知の受領や、名義書換請求権及び 増資・新株引受権の権利の行使等のサブカストディー業務を担っている。 

※1：グローバルカストディアンとは、海外有価証券の売買決済や保管、複数通貨の統合処理、利子/配当の収受といった業務を行う機関のこと。多額のシステム・設備を伴うことから、シティバンク、ＪＰモルガンチェースなど欧米有力銀行が主力を占める。 

海外機関投資家の議決権行使の基本的な流れ 

アセット・
オーナー 

（年金等） 
発行 
会社 

【日本】 

株主名簿
管理人 

（信託銀
行等） 

個 
 

人 

株式事務
委託契約 

【海外】 
 
 
 

常任 
代理人 

（都市銀行
等） 

 
サブカスト
ディアン 

※2 

議決権行使 
事務代行 

グローバル
カストディ
アン（名
義株主） 

※1 

サブカスト
ディー契約 

ファンド 
マネージャー 

議決権行使担
当者等 

アセットマネージャー 
（運用会社 等） 

投資顧
問契約 

代行
契約 

株主総会・議案情報通知の経路 

凡例 

議決権行使指図の経路 

（出所）関係者へのヒアリング結
果等に基づき、経済産業省作成 
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 招集通知の発送が法定２週間前と仮定した場合、発送日～総会日前日まで11営業日(2015年）。 

 海外機関投資家に議案名・総会日時等の情報が届くまでに、常任代理人への招集通知の郵送、常任
代理人による議案名翻訳、議決権行使代行による投資家への電子通知等で2営業日程度必要（①）。 

 議決権行使代行の指図集計に1営業日程度（②）、常任代理人の議決権行使書記入及び株主名簿
管理人への郵送に2～4営業日程度（③）、株主名簿管理人の行使結果集計作業等に３営業日程度
（④）必要であるため、投資家による議決権指図の〆切は、総会の6～8営業日前（②＋③＋④）。 

 よって、議案検討期間は「11営業日－8～10営業日（①+②＋③＋④）＝実質1～３営業日」となる。 

2015年6月11日（木）招集通知発送日 6月26日（金）株主総会開催のケース（イメージ） 

常任代理人 

+1～2日 

指図締切り 
総会の6～8営業日前 

6/11（木） 6/12（金） 

議決権の指図 
（電子PF上） 

6/23（火） 

グローバル 
カストディアン 

海外機関 
投資家 

議決権行使代行
（Broadridge等） 

 
【電子ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ

(PF)】 

発行企業 
株主名簿 
管理人 

6/18（木） 

6/15（月） 

6/18（木） 

議決権行使の代行契約 
実質株主情報通知 

6/17（水） 

招集通知の郵送※1 

議決権行使書作成(+1～2日） 
 （賛否記入、不統一行使内訳明細作成等） 

郵送(+1～2日）※1 

＋0～1日 +0～1日 

+1日 +2～4日 

行使書の到着期限 
総会の原則3営業日前 

凡例 
株主総会・議案情報通知の経路 

議決権行使指図の経路 

グローバルカストディアン・議決権行使代行の情報共有他 

6/15（月） 

総会情報※2送信 
議案名の翻訳・送信 

（e-mail等） 

総会情報※2のPF入力・通知 
（e-mail等） 

指図された議決権の集計 
（電子PF上） 

6/15（月） 

6/15（月） 

※1 郵送期間は、午前差出・午後差出の別、郵送先の所在地、天候などにより変化する。上記フロー図では、便宜上、株主名簿管理人・常任代理人間の往路郵送は１日、復路郵送は2日で計算。土曜日も集配はあるが、営業日を前提。 
※2 ここで送信される総会情報とは、会社名、総会開催日・場所、指図〆切日、基準日等である。招集通知（翻訳版）本体・参考書類はｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｶｽﾄﾃﾞｨｱﾝ又は海外機関投資家の求めに応じて常任代理人が送付・送信する。 
※3 株主名簿管理人は、機関投資家分は行使書の到着日に行使結果を集計し、個人株主分の集計結果（通常、総会日前日の夕方頃まで行使が可能）と併せて、総会日前日までに発行企業に毎日集計結果を報告 

ISS・Glass 
Lewis等 

議案の検討期間 
1～３営業日 

総会情報入手 

6/15（月） 

行使結果集計（※3） 

6/26（金） 

株
主
総
会 

+3日 
6/18（木） 

（出所）関係者へのヒアリング結果等に基づき、あずさ監査法人作成 

招集通知発送日後、 
1～5営業日以内を目途に 
賛否推奨レポートを提供 
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 招集通知が法定２週間前発送と仮定した場合、発送日～総会日前日まで11営業日(2015年）。 

 発行企業は招集通知を発送日の２営業日前にICJに登録（TDnet経由）。その後、ICJによる議案名の翻訳・
入力等に２日要し、海外機関投資家は「発送日と同日」に翻訳された議案名・総会日時等の情報を入
手。 

 海外機関投資家は発送日当日から総会日前日の正午まで議決権行使の指図が可能（期限内であれば何
度も再指図が可能）。 

 よって、議案検討期間は実質10～11営業日となる。 
2015年6月11日（木）招集通知発送日 6月26日（金）株主総会開催のケース（イメージ） 

※1 TDnet(ティー・ディー・ネット)とは、東京証券取引所の運営する適時開示情報伝達システム(Timely Disclosure network)のこと。なお、英文招集通知の登録は作成している場合に限る。 
※2 株主総会の基準日到来後、ICJは、株主名簿管理人、常任代理人、グローバルカストディアン（Broadridge経由）より株主情報（主には株数情報）をシステムを介して入手し、名義株主と実質株主のデータが一致しているかの照合並びに調整を行う。 
※3 総会情報とは、会社名、総会開催日・場所、指図〆切日、基準日等である。なお、招集通知（翻訳版がある場合は翻訳版も）も電子プラットフォーム上に掲載する。 （出所）関係者へのヒアリング結果等に基づき、あずさ監査法人作成 

ICJ／Broadridge 
 

常任代理人 

6/9（火） 

議決権の指図 
（電子PF上） 

6/25（木） 

グローバル 
カストディアン 

海外機関 
投資家 

発行企業 
株主名簿 
管理人 

招集通知の
郵送 

電子行使期限 
総会の1営業日前 

凡例 
株主総会・議案情報通知の経路 議決権行使指図の経路 株主名簿管理人・常任代理人・グローバルカストディアン・ICJの情報共有他 

指図された議決権の集計 
（電子PF上） 

発送日の2日前 

電子プラットフォーム(PF) 

Tdnet※1への招集通知
（和・英）の登録 

6/11（木） 
+2日 

議案名の翻訳・PFに入力 
総会情報※3の通知 

(e-mail) 

6/11（木） 

6/11（木） 

6/25（木） 

+0日 

指図締切 
総会の1営業日前 

6/9（火） 

ISS・Glass 
Lewis等 

議案の検討期間 
10～11営業日 

株
主
総
会 

総会情報入手 

名義株主情報
通知※2 

議決権行使の代行契約 
実質株主情報通知※2 

6/26（金） 

招集通知発送日後、 
1～5営業日以内を目途に 
賛否推奨レポートを提供 

名義株主情報の通知※2 
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 ICJに参加している発行企業に対する議決権行使において、機関投資家がICJを利用すれば、 
  ① 発送日と同日に議案名及び総会情報をプッシュ型で入手できるとともに、 
  ② 株主総会の前日まで議決権行使を行うことができるようになる。 
 これにより、議案検討期間は、ICJを利用しない場合に比べ、国内機関投資家で＋6～8営業日

程度、海外機関投資家で＋7～10営業日程度、拡大することが見込まれる。 

議案検討期間の 
拡大効果イメージ＝ 
＋7～10営業日程度 

○海外機関投資家 

郵送 議案翻訳 等 
2営業日 

行使結果作成・集計 
郵送 等 

6～8営業日 

議案の検討期間 
1～３営業日 

招集通知 
発送日 

総会情報入手 
（指図開始） 

指図締切日 
（総会6～8営業日前） 

行使期限 
（総会前日） 

議案の検討期間 
10～11営業日 ICJ利用 

ICJ未利用 

○国内機関投資家 

郵送 
２～３営業日 

行使結果作成・集計 
郵送 等 
5営業日 

議案の検討期間 
３～４営業日 

招集通知 
発送日 

総会情報入手 
（指図開始） 

指図締切日 
（総会5営業日前） 

行使期限 
（総会前日） 

議案の検討期間 
10～11営業日 ICJ利用 

ICJ未利用 議案検討期間の 
拡大効果イメージ＝ 
＋6～8営業日程度 
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