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 企業と投資家の対話や情報開示、株主による議案検討の質を高めていく観点から、決算日や招
集通知から株主総会日までの期間を十分に確保することに加え、総会日にできるだけ近い時点の
株主による議決権行使を実現するには、決算日とは別に、議決権行使等の基準日を定めること
が期待される。また、そのような取組の円滑化に向け、どのような対応がありうるか（例えば、実務
上の課題の存否、課題がある場合の対応策等）。 

研究会の検討事項③：株主総会関連の適切な基準日設定に向けた対応策 

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

１．決算日から総会日までの期間が
諸外国に比べて短い。 

    日本：３ヶ月以内    
    欧米：４～５ヶ月後 

２．招集通知から総会日までの期間が
諸外国に比して短い。 

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

３．議決権行使の基準日から総会日ま
での期間が、諸外国に比べて長い。 

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

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

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

 

●議案を検討できる期間が非常に短い 

●情報開示の準備や監査の期間が十分とはいえない 

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

 （機関投資家：実質3日等） 

１．研究会の検討事項 



【参考】日米欧の株主総会・企業情報開示スケジュール(イメージ） 

3 

プレス 
リリース

等＊２ 

プレス 
リリース

等＊２ 

プレス 
リリース
等＊２ 

＊１ 会社法では、財務会計制度に基づく財務諸表の作成及び株
主への提供は特段求められていない。 

事業報告 

取
引
所 
規
則 

決算日 １Q 

決算 
短信 

四半期 
決算 
短信 

２Q ３Q 

有価証券 
報告書 

四半期 
報告書 

計算書類 

招集
通知 

＋ 

会
社
法 

金
商
法 

内部統制
報告書 

【アメリカ】 

【欧州】（フランスの例） 

証
取
法 

会
社
法 

証
取
法 

年次 
報告書 

10-Ｋ 

四半期 
報告書 
10-Ｑ 

四半期 
報告書 
10-Ｑ 

四半期 
報告書 
10-Ｑ 

株
主
総
会 

四半期 
売上等 

半期 
報告書 

プレス 
リリース
等＊１ 

プレス 
リリース
等＊２ 

株
主
総
会 

株
主
総
会 

レビ
ユー 

監
査 

監
査 

２０１５年以降 
廃止予定 

２０１５年以降 
廃止予定 

監
査 

監
査 

四半期 
決算 
短信 

四半期 
決算 
短信 

四半期 
報告書 

【日本】 

決算日 

四半期 
売上等 

基準日 

会社法監査 金商法監査 

レビ
ユー 

四半期 
報告書 

レビ
ユー 

レビ
ユー 

基準日＊２ 

基準日 

監査 

招集
通知 

＊２ 総会参加の登録期限。登録期限において株主であることが求
められている模様。 監査 

レビ
ユー 

レビ
ユー 

レビ
ユー 

年次財務 
報告書 

マネジメン
ト・レポート 

監
査 

レビ
ユー 

公告 

内部統制
報告書 監

査 

＊２ 上場会社は、当該株式の市場に関して重要な影響を与える
ことが想定されるニュース又は情報に関して、速やかに公表。 

＊１ 全ての企業はArticle621-1（内部情報に関する規程）に定義さ
れた情報に関して迅速に公表しなければならない。 

（出所）持続的成長に向けた企業と投資家の対話促進研究会報告書（平成27年4月） 
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：議決権行使のための基準日（独、仏は、総会参加の登録期限） 

：配当の基準日（独、仏は、配当の効力発生日） 

60日以内 
【※カナダ
も同様】 

【参考】基準日の設定等に関する国際比較 
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日本 米国 ドイツ フランス 英国 

事業年度 
終了後 

一定の時期 

最後の年次
総会の後

13ヶ月以内＊ 

決算日から
8ヶ月以内 

決算日から
6ヶ月以内 

決算日から
6ヶ月以内 

※１ 株主総会開催時期に関する各国規定 

＊ 最後の年次総会の後、13ヶ月以内に開催されない場合には、株主又は取
締役が裁判所に申立てることができる。デラウェア州一般会社法。 

※２ 議決権行使の基準日に関する各国規定 

日本 米国 ドイツ フランス 英国 

3ヶ月以内 10～60日

以内＊１ 21日前＊２ 3営業日前 2日以内 

＊１ デラウェア州一般会社法。  
＊２ 無記名株式についての規定。 

（出所）「持続的成長に向けた企業と投資家の対話
促進研究会」報告書（別冊）基礎資料編
＜1.概要版＞（平成27年4月） 

http://www.abysse.co.jp/world/flag/asia/japan.html
http://www.abysse.co.jp/world/flag/europe/germany.html
http://www.abysse.co.jp/world/flag/europe/united_kingdom.html
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3.3 対話促進のための株主総会日程の設定 
07  株主総会までの期間を確保するための方法として、本研究会では、議決権行使の基準日を決算日以降の日に定め、その3ヶ月

以内に株主総会を開催する考え方が示された。 
08  本研究会においてはその他の方法も示されたが、株主の議案検討や対話の期間を確保しようとする企業が、自社の状況・判断

に応じて現行制度下でも対応可能な方法として、まずは基準日と総会日を適切に設定することが望ましいと考える。（中略） 
11  さらに、こうした取組みを促進し、円滑に行うための環境作り等が関係団体等においてもなされることが期待される。 

3.4 議決権行使の基準日のあり方 
２）基本的な考え方として、株主総会で議決権行使する株主は、総会日にできるだけ近い時点の株主であることが望ましい。 
３）一方、実務的には、株主名簿の確認や株主への情報提供、議案検討や事前の議決権行使等のプロセスを考慮すると、株主総

会のある程度前には株主総会に法的に出席する（議決権行使を行う）ことのできる株主を特定しておくことが必要となる。 
４）したがって、諸外国における制度や実務を参照しつつ、上記２）の原則の下でどのような基準日設定が望ましいのか、各企業が

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

が、関係団体等においてもなされることも重要である。 
７）さらにこのような取組みを経て、株主との対話を促進し、その声を反映するための株主総会日程や基準日を設定する企業が増

え、ベストプラクティスが形成されていくことが望まれる。 

3.5 配当の基準日のあり方 
01 日本の上場企業の実務においては、決算日を配当基準日としている。しかしながら、配当基準日についても、決算日でなければな

らない必然性はない。（中略） 
02 したがって、今後、企業の資本政策や資本市場のあり方を検討する中で配当の基準日を諸外国のように株主総会後に設定するこ

との是非も含め、適切な方法が模索されることが望ましい。一方、実務的には、株主名簿管理や株主関連の庶務の観点等から、議
決権行使の基準日と同じ日にすることの事務上の効率性も指摘されており、当面、それらも含めた検討がなされることを期待する。 

■「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 

適切な基準日設定に関する検討の前提① 
１．研究会の検討事項 
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■「日本再興戦略」改訂2015（平成２７年６月３０日閣議決定）抜粋 
１．産業の新陳代謝の促進 
（３）新たに講ずべき具体的施策  i） 攻めの経営の促進 
 ③持続的な企業価値の創造に向けた企業と投資家との対話の促進 
    企業が稼ぐ力を高め、持続的に企業価値を向上させるためには、企業と投資家・株主が、共に中長期的な成長に向けて価値

を創造する関係にあることを念頭に置いて、建設的な対話を行うことが重要である。こうした観点も踏まえつつ、資本市場の機能の
十全な発揮や投資家・株主の保護など幅広い観点から、企業の情報開示、株主総会プロセス等を取り巻く諸制度や実務を横断
的に見直し、全体として実効的で効率的な仕組みを構築する。 

 ア）統合的開示に向けた検討等 
     （略） 
 イ）株主総会プロセスの見直し等 
    株主総会集中の問題を解決し、株主の議案検討と対話の期間を諸外国並に確保するための方策として、企業が適切な総会

日や議決権行使の基準日の設定を行うとともに、招集通知関連書類や議決権行使の電子化等を通じて徹底的なプロセスの合
理化が図られる環境を整備する。 

    具体的には、株主総会については、企業において株主の議決権行使や対話の機会を十分に確保するとともに、株主総会に
近い時点の株主の声を反映するような適切な基準日を設定するよう、関係団体等が本取組の円滑化に向けた方策等につい
て、来年中に検討することを促す。 

■「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 
１－２③ 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。 

適切な基準日設定に関する検討の前提② 
１．研究会の検討事項 
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１．研究会の検討事項 

２．総会関連日程の現状・国際比較 

３．機関投資家等からの声 
 

４．企業経営サイドの動き 



 
  日本 米国 カナダ 英国 ドイツ フランス 

大規模10社 85.0日 124.4日 120.4日 119.4日 122.1日 122.7日 

中規模10社 － 138.3日 133.1日 130.7日 169.6日 150.0日 

小規模10社 － 144.1日 140.0日 161.2日 162.2日 154.0日 

平均 
85.0日 
(2.8ヶ月)   

 
【85.7日】 
（2.8か月） 

135.6日 
(4.5ヶ月) 

131.1日 
(4.4ヶ月) 

137.1日 
(4.6ヶ月) 

151.3日 
(5.0ヶ月) 

142.2日 
(4.7ヶ月) 

※1 表中の数字は、定時株主総会開催日の決算日からの所要日数を記載している。 
※2 表中「日本」の点線の下の日数は、2014年3月末日決算の東京証券取引所・上場企業2,358社の平均値。 
※3 日本以外については、時価総額別に業種に偏りがないよう抽出した10社の所要日数の平均値。大規模・中規模の定義は以下のとおり。 
   大規模（米国：100億ドル以上、カナダ：10億カナダドル以上、英国：10億ポンド以上、ドイツ：10億ユーロ以上、フランス：100億ユーロ以上） 
   中規模（米国：10億ドル以上100億ドル未満、カナダ：2億カナダドル以上10億カナダドル未満、英国：1億ポンド以上10億ポンド未満、ドイツ：3000万ユーロ

以上10億ユーロ未満、フランス：5億ユーロ以上100億ユーロ未満） 
※4 あずさ監査法人調べ 

決算日から定時株主総会開催日までの所要日数の国際比較① 
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 決算日から定時株主総会開催日までの日数は、諸外国（約4~5ヶ月）に比べて短い。 

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

２．総会関連日程の現状・国際比較 
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 諸外国の状況について詳しくみると、決算日から定時株主総会開催日までの所要日数が、 
 120日～150日未満（３月末決算企業であれば８月総会）の企業割合は、50%。 
 150日以上 （３月末決算企業であれば９月総会）の企業割合は、29％。 

 これらの企業の決算日を３月末と仮定した場合、諸外国では、約８割の会社が８月又は９月に
総会を開催していることとなる。 

N=150社（5カ国×30社） 

決算日から定時株主総会開催日までの所要日数の国際比較② 

決算日から定時株主総会開催日までの所要日数分布 
（米加英独仏の合計） 

（出所）持続的成長に向けた企業と投資家の対話促進研究会報告書（平成27年4月）のデータから作成。 

２．総会関連日程の現状・国際比較 
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（出所）東京証券取引所 

 株主総会の開催日は分散傾向にあるものの、約8割の企業が6月の最終週に総会を開催
している状況。 

5月25日 5月26日 5月27日 5月28日 5月29日 5月30日 5月31日
月 火 水 木 金 土 日

社数 0 0 0 0 1 0 0
比率 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

6月1日 6月2日 6月3日 6月4日 6月5日 6月6日 6月7日
月 火 水 木 金 土 日

社数 0 1 0 0 0 0 0
比率 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

6月8日 6月9日 6月10日 6月11日 6月12日 6月13日 6月14日
月 月 水 木 金 土 日

社数 0 0 4 6 18 4 2
比率 0.0% 0.0% 0.2% 0.3% 0.8% 0.2% 0.1%

6月15日 6月16日 6月17日 6月18日 6月19日 6月20日 6月21日
月 火 水 木 金 土 日

社数 1 21 35 49 167 15 4
比率 0.0% 0.9% 1.5% 2.1% 7.1% 0.6% 0.2%

6月22日 6月23日 6月24日 6月25日 6月26日 6月27日 6月28日
月 火 水 木 金 土 日

社数 31 199 321 444 977 10 2
比率 1.3% 8.5% 13.7% 18.9% 41.6% 0.4% 0.1%

6月29日 6月30日 合計
月 火

社数 34 0 2346
比率 1.4% 0.0% 100.0%

開催日

開催日

※ 2015 年 3 月末日決算の東京証券取引所の全上場会社を対象。東京証券取引所データに基づき作成。

開催日

開催日

開催日

開催日

総会集中率の推移 定時株主総会の開催日（2015年） 

約８割（84.1％） 

日本の定時株主総会集中率の推移（３月決算会社） 
２．総会関連日程の現状・国際比較 



11 （出所）株式会社ICJ作成 

 株主総会の開催日について諸外国（米英仏独蘭）の主要企業と比べると、日本の総
会日が突出して集中していることがうかがえる。 

USA(SP500)
UK(FTSE100)

France(CAC40)
Germany(DAX30)

Netherlands(AEX)
Japan(Nikkei225)

0%

10%

20%

30%

40%

3/31 4/7 4/14 4/21 4/28 5/5 5/12 5/19 5/26 6/2 6/9 6/16 6/23 6/30

各国別の定時株主総会の集中率 

2015年 

株主総会集中率の国際比較① 

 対象企業： 
• 日本   日経225対象企業の225社 
• オランダ AEX対象企業の25社 
• ドイツ    DAX30対象企業の30社 
• フランス CAC40対象企業のうち39社  
• イギリス FTSE100対象企業の100社 
• アメリカ  S＆P500対象企業のうち495社  
 総会種別：定時株主総会  
 期間：2015年1月1日～12月31日※ 
 
※左のグラフは3月末～6月末までの期間（各

国とも、概ねこの期間に開催されている。）を
グラフ化したもの。 

２．総会関連日程の現状・国際比較 

※各国の主要指標の対象企業が2015年1月1日～12月31日の間に開催した定時株主総会の数を分母とし、各日における定時株主総会開催数を分子としたもの。 

205社/225社 

24社/25社 

27社/30社 

38社/39社 

66社/100社 

403社/495社 

3月末～6月末開催社数 
／全対象企業 



12 （出所）ISS 「CORPORATE GOVERNANCE CHANGES IN JAPAN AND GLOBAL INVESTORS’ EXPECTATIONS」グローバルIRフォーラム 2015年10月6日 

 ISSの調査結果においても、日本の総会集中率は、G7の中で最も高い。 

株主総会集中率の国際比較② 

定時株主総会集中率（2014年） 

※2014年に開催された定時株主総会の数を分母とし、最も総会が多かった月に開かれた定時株主総会の数を分子としたもの。 

２．総会関連日程の現状・国際比較 
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【時価総額別】 【株主数別】 

19.4% 

77.8% 
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20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%

100.0%

6月第1週 6月第2週 6月第3週 6月第4週 6月第5週 

10%未満 

10%～20% 

20%～30% 

30%以上 

【外国人保有比率別】 

企業属性別にみた定時株主総会集中率（３月決算会社、2015年） 
 ①時価総額が大きい企業、②株主数が多い企業、③外国人保有比率が高い企業ほど、

早期に株主総会を開催する傾向にある（６月第４週を避け、第３週に開催）。 

・株主数・外国人比率は四季報（2015第4集秋号）並びに直近に提出された有価証券報告書を参照 
・時価総額はBloomberg（2015年10月13日時点、上場廃止企業は上場廃止時点）を参照 

・ICJアローフォースデータ（全取引所で公衆縦覧に供された2015年3月31日を基準日とする定時株主総会のデータ） 
（出所）以下のデータに基づき、あずさ監査法人が東証上場企業分を集計、分析。 

２．総会関連日程の現状・国際比較 
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１．研究会の検討事項 

２．総会関連日程の現状・国際比較 

３．機関投資家等からの声 
 

４．企業経営サイドの動き 
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議決権行使の充実のために企業が取り組むべき項目（投資家回答） 

 機関投資家向けのアンケートにおいて、株主の議決権行使を充実させるために企業が取り
組むべき項目としては、「集中日を回避した株主総会の開催」を挙げる回答が一番多く、
生保協会実施アンケートでは65.1％、日本投資顧問業協会のアンケートでは71%を占
めている。 

（出所）平成26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」 

投資先企業とのエンゲージメント活動及び議決権行使の充実を図る上
で、株主総会に関し、投資先企業が取り組むべき項目（投資家回答） 

（複数回答可） 

（出所）一般社団法人日本投資顧問業協会「日本版スチュワードシップ・コードへの対応等に関
するアンケートの結果について」（平成26年10 月実施分） 

<調査対象> 
投資運用会員194 社及び日本版スチュワードシップ・コードの受入れを表明した
その他会員6 社 の 計200 社 
＜回答社数＞ 
176 社／200 社 

基準日・総会日変更に関する投資家側の声① 
３．機関投資家等からの声 



16 

 現状では、投資している企業は6月に株主総会開催が集中しており、各株主総会の１週間前ま
でに、議案に関する議決権行使について判断している。社内の体制はガバナンス専門でないアナリ
ストを動員するなど実務に負荷がかかっている。現状では、6月の中で、分散化しようという動きと
なっているが、結局は、従来よりも前倒しになっている企業があるだけであり、結果として、判断時間
が短くなっている状況にある。6月中の分散化にはメリットはなく、７、8月まで延長できる制度が
望ましい。 

 株主総会をより意義あるものとするための継続的な努力を期待している。株主総会の日程の分
散も必要かと思う。90年代には90％が同じ日に総会を開催していたが、この割合が現在41％
にまで改善されている。それでもなお３月決算企業の８割は同じ週に総会が集中している。その
ため企業との対話や議決権行使に支障をきたしている。日本が目指す長期的、持続可能な成
長を実現するためには、企業と株主の建設的な対話が重要である。 

○国内機関投資家からの声①：「第１回株主総会のあり方検討分科会」（2014年） 

○海外機関投資家からの声①：クシェル・ブラックロックコーポレートガバナンス統括責任者 
「第１回未来投資に向けた官民対話」（2015.10.16） 

株主総会が短期間に集中して開催されることが、議決権行使の形式化を助長しているのではな
いか。もう少し分散して開催されれば、より対話を重視した実質的な対応に自然となるだろう。 

○国内機関投資家からの声②：「第２回経営者・投資家フォーラム」（2015.11.4) 

３．機関投資家等からの声 
基準日・総会日変更に関する投資家側の声② 
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 私たち機関投資家のコンセンサスとして、日本における議決権行使の時間的猶予は相対的に短く、日本のコーポレート・ガバ
ナンスに関する認識にネガティブな影響を与えている。 
（中略） 
 投資している株式の中で日本は重要な位置を占めるため、世界の投資家にとって、こうした問題の度合いは強まっている。大
規模なグローバル投資家は通常、500社以上の日本企業の株式を保有している可能性がある（1,000社を超えることもあ
る）が、これに対して他のアジア市場では、200社から300社にとどまる。そのような多数の企業の議決権を行使することはその
数に比例して困難となり、資料が英語に翻訳されていないことでさらに事態は悪化する。 
 私たちは、年次株主総会及び決議のためにより多くの時間を割くため、各企業にイニシアティブの幅を持たせることが望ま
しいと考える。 
（中略） 
• 基準日を遅らせることにより年次株主総会の開催時期を拡大する: 
日本においては、事業年度の終了後3ヶ月以内に年次株主総会を開催することを強制することは会社法で要求されていない
と私たちは理解している。しかし、日本の企業は通常、議決権を確定するための「基準日」を事業年度末に設定しているため、
年次株主総会を事業年度末の3ヶ月以内に開催しなければならないこととなっている。私たちは、基準日をもっと遅く設定する
ことにより、年次株主総会が開催される時期を事業年度末後4ヶ月超等に拡大することが可能になるという案を支持してい
る。 
 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。 
ただし、監査済の有価証券報告書を3ヶ月以内に提出することを企業に要求する規定の変更を求めているわけではない。アジ
アの他の地域のように、有価証券報告書の期限と年次株主総会の日程が切り離されている状況を私たちは想定している。 

○海外機関投資家からの声②：ACGA  
 －日本の年次株主総会に関する経済産業省の検討分科会に対するアジア・コーポレート・ガバナンス・アソシ

エーション（ACGA）※の回答・抜粋（2014年12月）※ACGAは、コーポレートガバナンス・コード（原案）についても類似の意見書を提出。 

※ＡＣＧＡ（アジア・コーポレート・ガバナンス協会）は、約70の欧米等の機関投資家が参加する業界団体で、アジアにおけるガバナンスの長期的な
向上に取り組んでいる。 

３．機関投資家等からの声 
基準日・総会日変更に関する投資家側の声③ 
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Procedure of proxy voting: overseas investors still have difficulties to meet 
certain time constraints for instructing and casting their votes. The 
Japanese proxy season occurs over a short period of time. It is 
extremely challenging to review proxy ballots with numerous 
shareholder proposals in a limited amount of time. Information on the 
background of director candidates may not be available in order to determine 
whether they are independent candidates. ICGN recognizes the value of 
shareholder rights, especially voting at the general shareholder meeting. It is 
imperative that accurate information be received by shareholders in advance 
of the meeting. The agenda should clearly reflect the content of the meeting, 
the names and background of directors who have been nominated to serve 
and all relevant information to allow investors to vote as fully informed owners 
of the company. 

○海外機関投資家からの声③：ＩＣＧＮ（国際コーポレートガバナンス・ネットワーク）※ 
 －コーポレートガバンスコード及びスチュワードシップコードに関するフォローアップ会議への意見書（抜粋） 

（2015.11.26) 

※ ICGN（The International Corporate Governance Network）は、世界50カ国の機関投資家、個人投資家、企業、アドバイザー
等600の者から構成される国際コーポレート・ガバナンス・ネットワーク。コーポレート・ガバナンスの課題に関わる情報や見解を国際的に交換し、ガ
バナンスの基準やガイドラインを設定し、さらには秀でたコーポレート・ガバナンスを遂行するために様々な支援・助言を行うことを目的とする。 

３．機関投資家等からの声 
基準日・総会日変更に関する投資家側の声④ 

（出所）https://www.icgn.org/sites/default/files/Japanese%20Follow%20Up%20Council%20Comment%20Letter_1.pdf 
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○海外機関投資家からの声④：Erik Breen ICGN議長  
                       －統合報告フォーラム（2015.12.2）における発言概要 

 日本企業は3月末決算で6月株主総会となっており、決算から株主総会までの期間が短すぎ
る。欧州ではもっと長い。情報に基づく対話や議決権行使には時間の猶予が必要である。最初
に7月総会を行った企業を表彰してはどうか。そのような企業はICGN報告書にも記載したい。
SpeedではなくQualityで競争すべき。 

３．議決権行使に関する課題（各運用受託機関から挙げられたもの） 
(1)国内株式 
・株主総会集中時への対応 
  企業に対して総会開催時期の分散化を働きかけるとともに、議決権行使コンサルタントの活

用や議決権行使システムの改良等により、業務の効率化を図る。 

○海外機関投資家からの声⑤：年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）の運用受託機関  
 －株主議決権行使状況の概要（平成26年4月～6月）（GPIF、平成27年1月30日） 

（参考）同フォーラムにおけるOlivia Kirtley 氏（国際会計士連盟 会長）の発言概要 
～ 2つのコードをつなぐのは対話である。非財務情報も含む質の高い情報の作成に十分な時間を取る

べきであり、透明性の高い網羅的な情報を開示すべきである。株主総会まで十分な時間をとること
で、株主総会での議論は価値あるものとなる。時間的余裕についても真剣に検討していただきたい。 

３．機関投資家等からの声 
基準日・総会日変更に関する投資家側の声⑤ 
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Ⅵ 望ましい開示の日程について 
1 . 有価証券報告書は株主総会前に開示すべき（株主総会の時期についても合わせて柔軟に考える必要が

ある） 
・ 必要な情報がないという点では、議決権行使をしようとする時、政策保有株式の情報は1年前の有価証

券報告書の情報しかないという問題がある。 
・ 招集通知の段階で保有株式の情報は開示できるはず。 
・ 有価証券報告書を先に出してもらうのが、議決権行使をする側としては一番ありがたい。 

2．（略） 
3 . 経産省会合で議論された「モジュール型開示システム」が上記の利便性を満たすことを期待する 

・ 有価証券報告書に新任の取締役の名前が記載される形としたいという会社や、株主総会で決議された
配当額を有価証券報告書に記載したいという会社もあるようだが、新しい取締役や配当金額などは臨時
報告書で出せばいい話ではないか。 

・ 株主総会の日程は現状のままで、有価証券報告書の早期開示を進めようとすれば、企業や監査法人
の人員確保に困難が生じうるだろう。CG コードの補充原則1-2-③にもあるように、株主総会の日程
を含めて見直すことが選択肢ではないか。3 月決算の会社の総会が7 月下旬開催となれば、招集通
知も株主総会の開催日からかなり前に発送できるようになる。 

・ 招集通知の電子化が進めば、議案の検討時間の確保にもつながる。 

○機関投資家からの声：投資家フォーラム 
              「第３・４回 投資家フォーラム会合 報告書」（抜粋）（2015.11.30）  

３．機関投資家等からの声 
基準日・総会日変更に関する投資家側の声⑥ 

（出所）http://investorforum.jp/wordpress/wp-
content/uploads/2015/06/%E7%AC%AC3%E3%83%BB4%E5%9B%9E%E4%BC%9A%E5%90%88%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8.pdf 
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第2部 
Ⅱ  建設的・有意義な対話を可能とするコミュニケーション・スケジュールの

重要性【提言2】 
〇コーポレートガバナンス・コードや対話促進研究会報告書を踏まえ、まずは現行制度

上で対応可能な方法により、建設的・有意義な対話を可能とするコミュニケーション・
スケジュールを各上場会社が着実に実現していくべきである。 

〇 上記スケジュールの策定に当たっては、株主総会において株主が適切な判断を行
うことに資すると考えられる情報の適確な開示や、後発事象の問題の克服といっ
た点にも配慮し、各上場会社が、株主・投資家が必要とする情報を信頼性あるも
のとして提供できるタイミングに基づき、情報開示時点から十分な検討期間を確
保したスケジュールで株主総会関連日程を設定すべきである。 

〇 マザーズやジャスダックといった新興市場も含め、各上場会社が会社の規模や事業
形態、開示書類作成に携わる人的リソース等の個別事情に鑑み、上記に従って現
実的なスケジュールを設定することが必要である。  

 
Ⅲ あるべき情報開示及び株主総会関連のスケジュール 【提言1-2】 
〇 各上場会社が、株主・投資家が必要とする情報を信頼性あるものとして提供でき

るタイミングに基づき、１か月程度の議案検討期間を確保したスケジュールで情報
開示を含む株主総会関連日程を設定すべきである。 

〇 上記に従い、定時株主総会開催日の設定に当たっては、従来の決算日後３か月
以内の開催には拘らず、決算日後３か月を超える日程での開催も当然のこととす
る柔軟な対応をすべきである。 

〇 各上場会社が会社の規模や事業形態、開示書類作成に携わる人的リソース等の
個別事情に鑑み、無理のない現実的なスケジュールを設定することにより、株主総会
の分散化を図っていくことが有益である。 

○「開示・監査制度の在り方に関する提言」（日本公認会計士協会 2015.11.4）（抜粋） 

３．機関投資家等からの声 
基準日・総会日変更に関する監査側の声 

第1部 
Ⅱ 法定開示における財務情報の一元化及び監査の実質的一元化 【提言1-1】 
〇 投資家が必要とする十分な情報を効果的かつ効率的に提供するとともに、情報開示の不効率性及び監査対象の重複、後発事象の取扱いといった、二元

的開示制度による我が国固有の問題点を克服するため、会社法と金商法の法定開示における財務情報は一元化し、監査も実質的に一元化すべきであ
る。 
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１．研究会の検討事項 

２．総会関連日程の現状・国際比較 

３．機関投資家等からの声 
 

４．企業経営サイドの動き 
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２．株主との対話を重視した総会プロセスへの改革 
（２）株主総会スケジュールの抜本的見直しに着手を 

  こうした電子化の促進により、株主の議案検討期間は現状より若干長くなるものの、大
幅な拡大にまでは至らない。国際的に比較しても遜色のない議案検討期間を設けるに
は、株主総会スケジュールを抜本的に見直すことが求められる。 
  株主総会は、企業と株主の対話の場の一つであり、また、株主が議決権を行使する場
である。株主構成が多様になる中で、総会がこうした本来の機能を果たすために、議決権
行使の基準日や配当基準日の設定のあり方も含めた全体的なスケジュールを改めて検討
する時期に来ている。例えば、一つの選択肢として、議決権行使基準日を決算日以降に
定め、その 3 箇月以内に株主総会を開催することが考えられる。 
  長年続いてきた既存のスケジュールを見直すことは容易ではないが、まずは、企業、及び
株主総会プロセスにおける様々な関係者の意識改革から始め、スケジュールの見直しに
着手する。 

 企業における適切な基準日を設定する取組みを円滑化すべく、現在、全国株懇連合会に
おいて検討が進められている。 

 経済同友会の意見においても、株主総会スケジュールの見直しに着手することがうたわれて
いる。 

４．企業経営サイドの動き 
 

○経済同友会「企業と投資家の対話促進に関する意見」（平成27年12月16日）抜粋 
－資本効率の最適化委員会（委員長：志賀 俊之 日産自動車 取締役副会長） 

 

（出所）http://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2015/151216a.html 
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