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Ⅰ．総論 

１．企業と投資家の対話について 

（１）現状 
● 短期の投資機会以外難しかった日本市場 

・利益が出るのであれば、日本の投資家も株式を売らないはず。問題は、現実には

売り買いをした方が利益を保てていたという残念な歴史があること。（研１３・研

究会①） 
・ショート・ターミズムという短期の投資家は悪で、長期の投資家が良いという風

潮があるが、資本市場の機能を考えた場合、いろいろな投資期間、保有期間の投

資家がいることによって価格の公正性が担保される部分がある。そのため、短期

の投資家だから駄目ではなく、むしろ短期の投資家の影響があまりに強くなった

という現状が問題なのではないか。（研６４・研究会①） 
 

●対話に関する意識の高まり 
・招集通知の議案に関連するような重要な事項、たとえば、取締役会の構成、社外

取締役の割合、買収防衛策、コーポレートガバナンスに関する考え方等について

は、投資家との対話を、株主総会の直前ではなく、年間を通して継続的、積極的

に実施している日本企業も一部にある。欧米のエクセレント・カンパニーと呼ば

れる企業は、このような投資家との対話を年間を通して実施している。日本企業

のこのような積極的な取組みについては、海外投資家も認識している。（総１８・

総会①） 
・海外の機関投資家の持株比率が高い企業については、株主総会だけではなく、通

年プログラムで株主とのコミュニケーションを実施している企業もある。（総８

３・総会②） 
・企業側から、事前のコミュニケーション機会を一対一での対話を行う場を提供さ

れているケースもある。この他、決算説明会や個別の取材等を利用し、企業と対

話している。（総８・総会①） 
・ 12 月に株主総会を開催する予定の会社で、これまで 3 年ぐらい法務の担当者によ

る議案の説明だったが、今回初めて副社長が行うという会社があった。そうなる

と、議案の説明だけにとどまらず、マネジメント同席の上、ディスカッションし

たいという意思が企業側にも生まれてきているという感じを受け、投資家側も対

話するために準備をする、そういったリレーションも始まっているのではないか

と感じたので、ご紹介させていただく。（開２２６・開示③） 
・議決権を行使する企業のうち、16％程度は、企業と株主総会前に対話している。 

資料４－２ 
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（総２６・総会①） 
 
（２）問題提起 

●対話促進に向けた議論の必要性 
・会議の趣旨≪企業情報開示検討分科会の目的・趣旨≫をもう一度確認させていた

だきたいと思う。まず日本全体の企業ないしは産業の活性化を最終目的として、

そのために企業と投資家の対話を促進させ、相互に刺激し合って本当にあるべき

持続的な企業価値の創造につなげていくということである。したがって、現状の

企業と投資家の対話を前提に物事を考えることは多分違うと思う。もっと対話を

促進するためにはどうするべきか、ということをきちんと議論すべきではないか。

（開１７２・開示③） 
・資料 2≪「分科会において提起された論点等」≫では、制度改正を念頭に置いた発

言が多く記載されているように感じる。我々は、対話を充実するためにどうした

らいいかということを議論しているのであって、その目的を、報告書なりを作成

する時にはきちんと書いた方がよいと思う。（開２０７・開示③） 
・高いレベルの対話を考えるべきである。（開１３９・開示②） 
・持続的な企業価値創造のためには、企業と投資家の対話の促進が必要であり、そ

の際に、国際的な状況を踏まえて、望ましい企業情報開示のあり方を検討するこ

とになる。それを実現する上での課題・方策は何かということが、基本的なテー

マであると考えている。（開２３３・開示④） 
 
●コーポレートガバナンス・コードとのリンクが必要 
・先週出されたコーポレートガバナンス・コードの最終原案の中でも、株主の権利・

平等性の確保についてと、かなり踏み込んだ内容になっている。こうあるべきな

のだと言うことを具体的に施策ベースで打ち出していかないと、あり方の検討に

なっていないように思われるので、そこは立場を越えて議論・検討すべき。両論

併記で企業は何でもすべきというのでは、結果として十分な施策の効果が得られ

ないのではないか。（総２９５・総会④） 
・今回取り上げられているテーマは多くが、コーポレートガバナンス・コードでも

踏み込んで取り上げられているので、ガバナンス・コードとリンクを張った議論

の整理とした方が良いのではないか。ガバナンス・コードは企業として真剣に取

り組まなければならない事項であって、関心も高いので、そこと切り離して新た

な整理を出しても、受ける企業側からするとかえって混乱し、現場対応が前に進

みにくくなる。コーポレートガバナンス・コードは、Principle base かつ Comply 
or Explain のため、企業はコードに記載された項目の趣旨を理解しつつ、その趣

旨に沿って Comply するのか、Explain するのか考えていくことが求められること
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になるので、当研究会・分科会の報告書においても、企業の手助けとなるような

コードとのリンクが必要となるのではないか。（総３３２・総会④） 
 
（３）対話のポイント 

●企業・投資家の受託者責任の重要性 
・対話の方向性としては、①短期的な株価の押し上げ視点ではなく、中長期的な企

業価値向上に資すること、②エンゲージメントする内容は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、企業はアカウンタビリティーを発揮し、投資家はス

チュワードシップ・コード等に基づき考え方を示すこと、の３つが大切だと考え

ている。（研４８・研究会①） 
・長期投資家がスチュワードシップ・コードの精神、最終的にフィデューシャリー・

デューティーを果たしていくのに必要な制度や文化が我が国に十分育ってきてい

なかったという問題がある。（研６５・研究会①） 
  

●企業の対話・開示への姿勢も投資情報 
・対話を充実していかなければならない、ということは疑いがないが、別の視点か

らみると、それほど十分な対話をしないことを選択している会社もあり、そうし

た姿勢についても投資情報としては重要であると考える。換言すれば、マーケッ

トは、対話を一生懸命する会社をもちろん評価するが、他方で対話を積極的にし

ない会社についても、それを別の形での投資情報の提供として、捉えていると思

う。（開１８３・開示③） 
・（東証から提示された資料≪第 3 回企業情報開示検討分科会・安井委員提出資料≫

について）ABCD の 4 社≪A 社・B 社は時価総額が 1 兆円を超える会社であり、C
社・D 社は 200 億円未満の会社で、A＞D で開示量に差≫に関して、経験的にこれ

らの開示パターンがあるということは実感している。ある種、開示の姿勢を表し

ているという捉え方ができると思う。（開１９３・開示③） 
・ A 社と B 社に≪第 3 回企業情報開示検討分科会・安井委員提出資料において、四

半期決算短信の開示・記載内容が相対的に多い企業として掲げられた 2 社（時価

総額 1 兆円超の企業）について、≫補足説明資料の添付で内容が記載されている

が、これはそれぞれの会社が対応する中で、いわゆる FAQ（Frequently Asked 
Question）については、あらかじめ開示しておこうという項目が選ばれているよ

うに見受けられる。そういう意味で、ここに開示の姿勢が表れている。（開１９３・

開示③） 
・きちんと開示をしない会社は、おそらく市場からも全く注目されておらず、その

会社の情報は誰からも必要とされていないので、そうなっているのではないか。
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海外投資家から投資されれば、自然と開示するようになる。結果、時価総額が大

きくなっていく会社と、そうならない会社に分かれていく。それはごく自然なこ

とであり、時価総額が小さく、開示に対して消極的な会社は市場から排除されて

いけばいいのではないかと思う。（開１９１・開示③） 
 

（４）対話に対する投資家の視点 
●投資家は対話において資本効率を重視 
・インベストメント・チェーンを健全に機能させるため、ROE だけではないが、資

本の有効活用が徐々に認識されてきていることを歓迎。このインベストメント・

チェーンを健全にワークさせることで、社会が豊かになっていく、そのための方

法を考えていきたい。（研１４・研究会①） 
・会社は誰のものかということについて、欧米のように、「Your Company」という

表現は必ずしも日本では馴染まないかもしれないが、「Your Capital」という表現

は使ってほしい。株主が拠出している資金を、事業経営のコアキャピタルとして

経営していると言うことなので、それに対して答えて欲しいと考えている。（総１

２９・総会②） 
・投資先に求めるものとして、２つあり、１つは、コンプライアンス経営、企業の

社会的責任であり、サスティナビリティに繋がる。もう１つは、ROE であり、資

本収益性に代表されるような価値創造に関するもの。（総１３０・総会②） 
・後者≪資本収益性に代表されるような価値創造に関するもの≫については、必ず

しも ROE だけではなく、会社が考える存在意義や企業価値を追い求めて良いが、

そのことと必要なROE水準を達成するということを両立して欲しいと考えている。

（総１３１・総会②） 
・投資家による増配要求や買取消却の要請は、利益の配分の議論であり持続的企業

価値の創造に向けた対話とは関係ない。（研７・研究会①） 
 

●日本の個人投資家の投資視点 
・≪個人投資家については、≫決算報告書をあまり読み込まずにチャート派である

というと、そういうわけでもなく、銘柄選びの際に重視するのは、配当が魅力的

であること、予算内で購入できること、株主優待が魅力的であること、という回

答がベスト 3 であったが、将来性のある業種であることも考慮されているようで

ある。（開９１・開示②） 
・個人投資家は非常に短期派か、というとそうでもなく、6 割程度が、長期投資スタ

イルであると回答しており、8 割が日本株の個別銘柄を購入している。（開９２・

開示②） 
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●海外投資家はシンプルで明快な解決策を期待 
・海外からどう見られるかという視点が必要。複雑な議論を行っても、海外投資家

には、最終的に伝わらない可能性があるため、単純・明快なメッセージが必要と

考える。（総４７・総会①） 
・≪これまでの分科会において≫既に議論されたように、この議論の最終的な成果

物等は、海外投資家にとっても、単純で明快な内容である必要がある。（総２１９・

総会③） 
 

（５）対話に関わるプレイヤーに求められること 
●企業と投資家の実力向上の必要性 

・企業とのエンゲージメントにおいて投資家が議論すべきは、長期的な企業のあり

ようとしてそれが持続的な企業価値の創造につながるのかという長期的な視点。

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。（研

９・研究会①） 
・世界の中で日本のマーケットがより健全になり、発行体と投資家のコミュニケー

ションがよい方向に向っていくという意味では、両者で実力アップしていかなけ

ればいけないと思う。（開１４２・開示②） 
 

●機関投資家のアナリストと議決権行使担当者連携の必要性 
・総会前の限られた時間の箇所を伸ばすことだけを考えるのではなく、議決権行使

関連での日頃からの対話の時間についても施策があり得るのでは無いか。たとえ

ば、機関投資家の中には、IR 分析担当者と議決権行使担当者が分離している状況

にあり、日頃の対話で IR 分析担当者が出てきても、議決権行使担当者に話が伝わ

らない非効率性があるのではないか。IR 担当者はその会社のことを理解している

が、議決権行使のタイミングとなると、それとは別の人がでてきて、一から対話

のし直しとなるのでは非効率である。分離することそれ自体には利益相反等の観

点から相応の理由があるのかも知れないが、機関投資家の方で情報共有の体制整

備をどのようにつくるのか、利益相反をどこまで厳格に処理しないと行けないの

か等の論点も施策として問題提起した方が良いのではないか。（総３３４・総会④） 
・企業は、通常、機関投資家のポートフォリオ・マネジャー、アナリストに対して

IR 活動（説明）を行っているが、議決権行使は、コーポレートガバナンスチーム

が行うという状況にある。勿論、両者が一体となっている投資家も一部あるが、

双方に意思疎通がないというのは、企業からすればおかしな話。本来、ESG がし

っかりしているかどうかというスクリーニングがあり、バリエーションが良い、

自分たちの投資スコープに合うという判断を経て投資するということであるはず

が、全く両者で情報交換も意思疎通もなく、単に議決権行使だけやっているとい
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う実態は問題があるのではないか。投資家側がファイヤーウォールのため、分離

しているのは理解するが、機関投資家内で情報交換・共有を行う等の改善の余地

があるのではないか。（総３３５・総会④） 
 

●アナリストのあるべき役割 
・バイサイドアナリストの役割として、議決権行使やガバナンス面のチェックに使

う時間がますます増えるだろう。ガバナンス面については、会社をよく理解して

いるバイサイドアナリストが、ガバナンス面を含めてチェックする体制にするの

が理想形であると思う。セルサイドアナリストは、かつてのように、産業分析や

魅力的な企業の発掘を行う、企業事業戦略についての提案をできるようなディス

カッションをすべきではないか。セルサイドとバイサイドの役割分担を明確化で

きればいい。（開２８７・開示④） 
 

（６）対話促進に向けた株主総会と開示の検討 
●対話を促進する開示に向けた議論の重要性 
・財務情報の開示においては、自主的な開示を含めて日本は進んでいる。しかし数

字だけでは十分でなく、企業がどのような哲学や考えに基づいて経営を行ってい

るかについて投資家と価値観を共有できるような情報開示が重要。どのようにす

れば、企業が投資家・株主から上手にフィードバックをもらい、最終的に稼ぐ力

やROEの上昇につなげられるのかといった踏み込んだ議論ができればと思う。（研

２９・研究会①） 
・ディスクローズの目的は２つあり、利用者に伝達する点と、作成者側が情報を伝

達するために考える、意識を強く持つという側面がある。後者の観点から、こう

した点について情報提供がなされていくと、我々の期待している方向に明確に進

んでいくのではないか。（総１３３・総会②） 
・ 対話を通じてベストプラクティスを作ることが大事である。（開５１・開示①） 

 
●対話を促進する目的の中での総会のあり方検討 
・株主総会のあり方の検討に際しては、企業と株主の対話をどのようにしっかりと

行っていくかという点が目的であり、その中で株主総会をどのように変えていく

のか議論をすべき。企業と株主とのエンゲージメントの重要な一つとして、株主

総会があるが、それがすべてではないはず。（総２０７・総会③） 
 
●長期投資家の対話意識と環境づくりの重要性 

・持続的な企業価値の向上を図るためには、長期的な投資家がどれだけ機能できる

環境になっているかということが重要。（研１・研究会①） 
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・パブリックペンションや大学等など、長期的な資金運用が可能な株主・投資家が、

持続的成長に向けた企業と投資家との間の対話という点にどれだけ問題意識を有

しているかが重要。こうした主体との間での対話をしっかりと促していくべき。

（研２・研究会①） 
・現状、日本の現実の機関投資家は典型が持ち合い株式。こうした長期保有型の株

式は基本的にモノを言わない株主。一方、短期的な株主にはノイジーな人もいる。

この状況をどう打開していくかが非常に重要なテーマである。（研１０・研究会①） 
・投資家としては、対話に際しては、インサイダー情報を気にしていかなければならな

い。セーフハーバーというものが示せると非常にありがたい。（研３６・研究会①） 
（７）株主総会と開示制度の検討を行うにあたっての視点 

●法定と任意開示の総合的な検討の必要性 
・法定開示だけではなく、アニュアルレポート等の任意開示も含めて検討をするべ

きではないか。（開８３・開示②） 
・企業には企業価値創造に関して非財務情報も含めた統合的なバックグラウンドス

トーリーを一貫して話してもらいたいが、そのためには法定開示と任意開示、財

務情報と非財務情報を総合的に議論していかなければ、本格的な価値評価改善に

繋がる検討にはならない。（研６０・研究会①） 
・任意開示と法定開示のバランス思考促進について、弊社では、既に決算説明会資

料及び質疑応答の Web 開示を行っている。Web 開示をすることにより、内外の投

資家とも対話が有効に機能していると考えているため、提案内容に異存はない。

（開２７８・開示④） 
 
●規模に応じたルールの検討 
・会社の規模ごとに適用する法律を分けるべきではないか。（開８６・開示②） 
・一定規模以上の上場会社の場合、株主総会前の議決権行使により、総会前日まで

に議案の賛否は決している。また、通常、出席株主数は、全株主数の１％程度で

あり、5％出席すると会場の確保も含め会議が成り立たない状況にあり、そのよう

な株主総会を会議体と位置づけてルールを考えていくには限界があるのではない

か。（総２９・総会①） 
・株主が一定規模、例えば１万人を超過するような上場会社については、運営ルー

ルそのものを考え直すことも議論する必要がある。（総８０・総会②） 
・株主数が数万、数十万と多い場合の株主総会の運営方法については、議論の余地

がある。（総８９・総会②） 
・株式数が一定規模以上の上場会社については、小規模な株主総会を前提としたル

ールや運用が、企業にとっても大多数の株主にとっても合理性が低下しており、

多少、比重を変えても良いのではないか。例えば、大規模な上場会社の場合、事
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前の議決権行使の重要性の比重が高まっているのではないか。こうした点につい

ても是非議論したい。（総１５８・総会②） 
・同じ株主総会といっても、成長戦略で議論が必要な一定規模の上場会社の株主総

会と、そうではない中小規模あるいは閉鎖会社の株主総会とでは大分違いがある

のでないか、その違いに基づいた運用が出来ているのか、議論が必要。（総２８・

総会①） 
・一定規模以上の上場会社では、株主数が多いため、株主数が少ない会社で個々の

株主に認められているような権利をストレートにそのまま認めることが、株主全

体の利益になるのかどうか、株主提案権を巡る最近の動きなども含め、議論が必

要ではないか。（総３１・総会①） 
・株主総会の運用ルールについては、当検討会でも議論して欲しい。（総７８・総会

②） 
・例えば、議長不信任動議は、法的には議長に採否の自由がなく、この動議が株主

から提出されると、議長は指名して発言させなければならないと解釈されている。

小規模の株主総会であればその通りと思われるが、株主が一定数以上の大規模な

会社については、そのような運用をしてしまうと、株主総会の合理的運用ができ

なくなる。（総７９・総会②） 
・ディスクロージャーの効率化を考える上では、会社≪規模≫が重要な論点になる。

SEC では中小型の会社については軽減措置をとってきたが、線引きが難しいとさ

れていた。これらも参考にするとよいのではないか。（開１１３・開示②） 
・区分 A≪仏国における規制市場の区分で、資本金 10 億ユーロ以上の企業群≫およ

び区分 B≪同区分で、資本金 150 百万ユーロ以上 10 億ユーロ未満の企業群≫につ

いて、≪年度開示の形態としては≫Document de reference の形≪証取法だけでは

なく、ＡＭＦ規則による開示要請等も満たしたもの≫が多いが、一番小規模の区

分 C の企業になると、証取法の年次財務報告書の形で公表している企業が比較的

多いのではないかと思う。もちろん全部の企業を見たわけではなく、たまたま見

た企業が 10 社ぐらいそうであったということにすぎないかもしれないが、最低限

のところで作っている企業が多いと感じた（それでも 150 ページぐらいのボリュ

ームがある）。これは会社法が要求しているマネジメント・レポートの内容が非常

に濃いということと、IFRS の要求事項が非常に多いので、そのあたりでボリュー

ムが多くなっているように見受けられる。（開１６２・開示③） 
・≪仏国において、≫どういう内容で短信を発表しているかについて、Danon の例

と LANSON-BCC の 1 枚ものを添付しているが、Danon の方は相当詳しい短信、

業績が添付されている一方、区分 B≪仏国における規制市場の区分で、資本金 150
百万ユーロ以上 10 億ユーロ未満の企業群≫の LANSON-BCC については売上だ

けが記載されている。（開１６４・開示③） 
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・≪仏国の≫規制市場（Euronext Paris）では、例えば会計基準で言うと、フラン

スは連単分離をとっている。連単分離というと聞こえはいいが、その分、企業に

多大な負担がかかっている。とりわけフランスの場合には国内と IFRS との間に非

常に大きな差があるため、規制市場の中でも B≪資本金 150 百万ユーロ以上 10 億

ユーロ未満の企業群≫と C≪資本金 150 百万ユーロ未満の企業群≫という比較的

中規模・小規模の企業の負担をどのように軽減するかということが、いつも問題

となる。（開１５８・開示③） 
・市場当局である AMF は、上場会社の中でも区分 B≪資本金 150 百万ユーロ以上

10 億ユーロ未満の企業群≫、区分 C≪資本金 150 百万ユーロ未満の企業群≫の企

業への負担を意識しており、その負担軽減にむけてガイドラインを出している。

例えば、オフバランス事項、あるいはリスク要因、あるいはガバナンスや内部統

制に関連する記載については簡素化してよいということが記載されており、中小

企業に対する配慮が伺える。（開１６３・開示③） 
・  非上場会社と公開会社において、適材適所の開示をするには、その根本法規ま

で触れていかなければいけないのではないか。（開１０・開示①） 
・ ≪企業によって開示資料の量に差はあるが、≫開示資料だけで全てが決まるとい

うわけでもない。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、企業に直接面談を申し込むと社長自らが出てこられることが多く、気持ちの

こもったメッセージが伝わってくることもある。あまりコストをかけて無理矢理

開示資料を作ることが本当に必要かという観点も重要。（開１９４・開示③） 
 
●その他 
・「持続的成長に向けた企業と投資家の対話促進」に向けた取組みは非常に重要。そ

の検討の方向としては、実現するために規制を強化するのではなく、オプション

を増やす形で修正・改善につなげていければと思う。（研１８・研究会①） 
・質の良いコミュニケーションをできるようにするにはどのような制度整備が必要

なのか、こうした観点も重要。また、ディスクロージャーに際して、プロ・アマ

という切り口も存在。個人投資家に適切な情報を分かりやすく提供するにはどう

するか、といった観点も重要ではないか。（研７２・研究会①） 
・制度と運用は分けて考えるべきである。今出てきている論点について切り分けを

行いつつ、運用面でできるはずなのになぜできていないのか、何か問題があるの

ではないかなど、そういう議論を深めていくことも、今回の議論のアウトカムに

つながるのではないかと思う。（開１８８・開示③） 
・この研究会・分科会は、あり方を議論する場であるので、様々な投資家、企業が

いるということだと、中々収斂させにくい。Web 開示等についても、「今の時代の

あるべき姿はこうなのだ」という点を決めず、現状は全て認めたまま何か新しい
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ことを追加的にやるというのだけでは、いけないのではないか。（総２９４・総会

④） 
 

（８）留意点 
●米国と比較した経営における株主視点の少なさ 
・法律の立て付け比較だけで分からないことは多い。例えば、公募増資のルールは

日米で、殆ど同じ。一方で、公募増資の際に、希薄化はアメリカでは殆ど起きな

いが、日本では多く行われる。この根本を考えると、米国の経営者が多くの株式

を持っていることが多く、米国では、経営者が株主の立場に立った考え方に立つ

ことが多いのではないか。一方、日本では、経営者が株主であることは必ずしも

多くなく、そのような、背景も考慮する必要がある。（総１２５・総会②） 
 
●それぞれの制度目的等の整理の必要性 

・それぞれの開示制度の目的についてきちんと整理しておくことが重要。（研４５・

研究会①） 
・開示に関して日本は様々な書類が出ているが、聖域なく前向きな形で整理をする、

どういう目的で作成して、どのような方に何を届けたいかという整理も非常に重

要である。（研５５・研究会①） 
・会社法、金商法、取引所規制の一元化を検討する上では、開示の趣旨や規制・立

法趣旨がそれぞれ異なるため、これまでの歴史的な経緯等について十分に把握を

した上で議論をしていくことが必要である。（開５７・開示①） 
 

●金商法の投資家と会社法の株主の違い 
・現在の株主あるいは債権者と、将来株主になる潜在的な株主（投資家）とでは、

現在の株主あるいは債権者に関しては会社法が対応し、それからもっと広い投資

家ということからすると金商法が対応している。（開８１・開示②） 
・金商法と会社法の一体的な開示を議論する中では、ひとくくりに株主・投資家と

して、議論すべきではないように思う。（開８２・開示②） 
 
●他国の状況の参照方法 
・「海外のよい部分を取り入れ、日本のやり方を改革する」ことは必要だが、もとも

とあったよいものがなくなって、その先に進むために必要な基盤ができていない

のに、形だけ取り入れることの危うさもあるのでは、と感じている。（開２１６・

開示③） 
・四半期開示についても投資家の要請も含めて様々な理由により日本で導入された

ため、ヨーロッパで今後廃止されることをもって日本でも準拠することが本当に
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いいのかどうか。（研１６・研究会①） 
 

（９）その他 
●ＩＲ人材育成の重要性 
・ タイムスケジュールの問題については、個人的な印象では、IR 担当者などの実務

担当者がまだまだ育っておらず、結果としてスケジュールがタイトになっている

という面があり、IR 担当者を育てていくことも重要である。（開１１５・開示②） 
・IR 育成する意識をマネジメント側に持ってほしい。なぜ IR をしなければならな

いのか、意識改革をするべきである。（開１３４・開示②） 
・中期の方向性を示している会社のトップとは、非常に対話がしやすい。対話が双

方にとって有意義なものになるかどうかは、IR 担当者が十分理解をしたうえで、

マネジメントと投資家とのつなぎ役をすることができるかどうかが重要と感じて

おり、ＩＲ担当者の育成は重要。（開２８３・開示④） 
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Ⅱ．企業情報開示関係 

２．投資家のニーズについて    

（１）全般 
●投資家ニーズに合った情報開示の必要性 
・企業側・投資家側でお互いの理解不足の溝を埋めていく必要があるが、例えば投

資家がどういう目的で開示情報を利用しているのかということが企業側に理解さ

れてはじめて開示のあり方が議論できるのではないか。一方で、「変化」という成

果をもたらす対話・エンゲージメントの下準備をするとなると、企業調査の仕方

が変わり、これまでは使わなかった情報を使うようになることも踏まえて議論す

べきだ。今、頻繁に使われていないから削除すべきとは必ずしもならない。（研５

９・研究会①） 
・投資家のニーズと四半期報告書・有価証券報告書の開示情報との間には、ミスマ

ッチがあると感じた。（開５９・開示①） 
・財務情報と非財務情報で、それぞれ投資家として有用な情報は何か、有価証券報

告書・四半期報告書として足りない部分は何かを調査する必要があるのではない

か。（開６０・開示①） 
・この問題点≪現在のボイラープレート型の決算短信による開示の見直しの問題点

≫としては、利用者側にとってはボイラープレートではないのでデータを探すの

が大変という点があるが、その点はどうにかして乗り越えていくべき話ではない

か。最低開示しなければいけない事項があり、それ以上はどのようなものを開示

するのか、どのように見せやすくするのかは発行体が工夫して、投資家との対話

の中で決めていく、そのような方向にもっていってはどうか。（開９９・開示②） 
 

（２）個人投資家にとって使いやすい情報開示 
●個人投資家に分かりやすい情報開示の重要性 

・企業の株主は法人・ファンド・個人・財団・国であり、法人・ファンドにはそれ

ぞれ株主と受益者がいることから、企業の最終実質株主は個人・財団・国となる。

財団・国は例外的な存在と考えると、最終的な受益者は、個人に帰結する。この

考え方に基づくと、最終受益者である個人を念頭に考えるべきと考えている。（総

６９・総会②） 
・企業情報は、プロの投資家のみではなく、一般投資家に対しても発信されるべき

ものである。一般投資家が現状どのように情報を受け取っているかも踏まえた上

で検討するべきである。（開６２・開示①） 
・Warren Buffet が寄稿した序文において、「40 年以上公開企業の文章を読んできた
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が、理解できないことがしばしばある。最大の理由は分かりにくい用語や構成の

せいだ。私はバークシャー・ハサウェイのアニュアルレポートを書く時に、二人

の姉妹に向けて話しているつもりで書くことにしているが、これは有用な秘訣だ。」

と言及している。株主総会を含め、企業が株主とコミュニケーションをとる際に、

どのように文章を記載するかが重要である。最終的な受益者である個人が分かる

ようにすべきであり、また、機関投資家であっても、最終的に判断するのは個人

であることから、全ての個人が分かるようにする必要がある。（総７１・総会②） 
・個人投資家に適切な情報を分かりやすく提供するにはどうするか、といった観点

も重要ではないか。（研７４・研究会①） 
・個人株主へ如何に魅力ある会社に見せるかは、非常に難しい議論。実利ではなく、

会社そのものを魅力的に見せるための開示制度を組めないかというのが、問題意

識。（研３４・研究会①） 
・どのような株主を想定するかという点について、株主総会の招集通知については、

個人を想定すれば良い。個人を対象にすれば、分かり易いものになる。機関投資

家であっても、例えば、法律に詳しいわけではない。難しい文章が招集通知に書

かれていることが多いが、会社に内容を質問しても、会社側も答えられないこと

が多い。（総１３７・総会②） 
 
●個人投資家にとっての媒介者の重要性 

・Informational Intermediary という、証券アナリストなど情報を解釈して、また

場合によっては個人投資家に情報を提供している人たちについて、その役割をど

う捉えるかということも一つ重要な要素にはなり得ると思う。（開１０７・開示②） 
・決算短信は個人投資家も使っており、マスメディアや情報ベンダーも短信から数

字を取っている。その意味で、 TD-net で決算短信の数字が取れることは利便性

が高い。特にマスメディアは個人投資家と企業との間に立つ立場から、そうした

体制をぜひ維持してほしいと思っている。（開２１０・開示③） 
 
●個人にとって有報読み込み困難 
・有価証券報告書は法定開示書類であるため、アニュアルレポートとは異なり各社

横並びの開示がなされており、また多くの情報が開示されているが、機関投資家

はともかく、個人投資家にとってはとっつきにくいものになっているのではない

か。（開１３・開示①） 
・投資に興味を持っている個人投資家を考えた場合、2012 年 6 月号「日経マネー」

個人投資家調査（6500 人程度を調査）によれば、銘柄選びの情報源としては、決

算報告書を参考にすると回答した個人投資家が 15％であった。これを詳しく見る

と、投資で成功している人は 20％を超えている一方、失敗した人は 10％程度であ
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り、こうした点で、決算報告書を読み込むのはやはり重要なはず。その他の情報

源としては、複数回答で 3 割を超えたものとして最も多かったのがネット証券の

情報サービスで 47％程度。次に割合が多かったのが新聞の経済面、証券面、マネ

ー面。それからマネー雑誌、投資専門誌で、3 割前後が、日経会社情報、四季報等

を参考にすると回答していた。（開９０・開示②） 
・決算報告書に関連して、より早く情報を入手するためには短信を活用している方

も見受けられる一方、投資の上級者であっても、有報等を個別に読み込むのはか

なり大変なようであり、アナリストレポートなどをかなり活用している。（開９

３・開示②） 
・  最近の NISA や DC の対象拡大といった話などを念頭に置きつつ、広義の個人投

資家（初心者）に対しては、有価証券報告書の読み込みは負担が大きいと思われ

るので、サマリーエッセンスの開示が必要で、従来通り、メディアがこうした役

割を果たしていくのではないか。（開９５・開示②） 
 

（３）投資家が開示に求める性質 
●開示情報は、内容と範囲、信頼性、適時性が重要 
・株主総会は、企業と株主の重要なコミュニケーションの場。開示情報は、株主総

会において重要な位置づけにある。株主総会では、開示情報に基づく質疑応答が

行われている。このため、開示情報の内容、発信タイミング、情報の信頼性が重

要。（総１・総会①） 
・開示書類の役割として、①情報の内容と範囲、②情報の信頼性、③情報開示の適

時性の 3 点が重要となる。現在、日本の開示書類としては、決算短信、計算書類、

有価証券報告書がある。①情報の内容と範囲について、決算短信は速報値として

投資家が必要とする情報、計算書類及び有価証券報告書は、最終報告として投資

家等が必要とする情報となる。②情報の信頼性について、決算短信は監査による

信頼性の担保は求められておらず、監査報告書が添付されないが、監査人が関与

しないというわけではない。多くの会社では、会計監査人が、短信発表前に短信

の内容を確認する作業が行われる。一方、計算書類及び有価証券報告書について

は、監査報告書が添付される。③情報開示の適時性は、決算短信は早期開示が必

要になる。計算書類及び有価証券報告書は、監査による信頼性担保による作成期

間の確保が必要となる。（総１６０・総会③） 
・「情報開示の適時性」に関して、決算短信は早期開示が必要であるが、最終報告と

しての計算書類や有報は監査による信頼性の担保を前提とした作成期間が必要と

考えている。（開１４６・開示③） 
・（席上配布資料に基づき説明）開示書類の役割としては、「情報の内容と範囲」、「情

報の信頼性」、「情報開示の適時性」の 3 点が重要ではないか。（開１４４・開示③） 
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・日本公認会計士協会より提示された資料は、私が考えてきたこととかなり一致し

ている。開示の目的に関して、「情報開示の適時性」とは、東証の求めている、ど

れだけスピードを上げて早期開示をするかということである。情報開示をする際

にスピードは非常に重要であると思う。開示の 2 つ目のポイントとしては、「情報

の信頼性」である。いくら早期開示しても、その情報に正確性がなかったり、結

果的に信頼性が劣っていたりというのでは意味がないと思う。やはり情報の正確

性・信頼性をきちんと担保しなければいけない。「情報の内容と範囲」については、

端的に、どれだけより細かく多くの情報が必要とされるかということと思う。（開

１７４・開示③） 
・情報の量と内容、信頼性、早期開示は、それぞれバラに考えていいのだろうか。

とりわけ、早期開示と信頼性については、いくら早く情報を開示しても信頼性の

ない情報であれば意味がないと思う。（開１７４・開示③） 
・前回の分科会で提示された日本公認会計士協会の資料に記載されていたとおり、

開示書類の役割は、情報の内容と範囲、情報の適時性、情報の信頼性とに分けて

考えるべきである。開示情報は、広く深くあるべきであるが、同時にある程度の

スピード感を持つべきであり、さらに信頼できるデータでなければならない。（開

２５６・開示④） 
 

●長期投資家にも頻度ある開示へのニーズ 
・ 長期投資家と話をしていると、対話も大切であるが、現在の経済環境はグローバ

ルなリスクが非常に大きく相場変動にも影響する、そうしたリスクがたまってい

る中では、一定の頻度できちんと開示することも重要であるという声もあった。

したがって、簡素化のみを重視すると、日本市場に長期投資家も注目しているの

に、彼らが信頼する日本企業のよい部分をなくすおそれがあるような気も少しす

る。（開２０８・開示③） 
・アナリストや投資家向けにオーダーメイドに出されたボランタリー情報の巧拙が

重要である。ショートタームに出される企業発信情報の中で、情報の非対称性が

起こらないほど完璧であれば、おのずと投資家・アナリストの関心も長期的な方

向に向かうはず。（研５８・研究会①） 
 

●ＩＦＲＳ導入に伴う開示要請 
・ ＩＦＲＳを導入する会社等が増加すると、開示情報の恣意性が高まることになる

が、その場合に決算短信だけで情報として十分なのか。2 年前に IFRS 導入に伴っ

て開示情報の恣意性が高まるかなどについて、青山学院大学総合研究所がアナリ

スト・ファンドマネージャーを対象に調査したところ、無形資産の評価、減損（資

本コストに対する意識が希薄であり、減損すべきものが減損されていない）、開発
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費の資産計上（ルノーでは、過度に IPR&D を計上している）等が議論となった。

それらの開示情報を定期的に議論・検討する際に、必要な情報が開示されている

かが重要である。（開５４・開示①） 
 

●投資家ニーズの多様性 
・ 投資家の開示資料の使い方には、多様性があることを踏まえる必要がある。決算

発表で腑に落ちないことがあり、有価証券報告書の注記を見たら驚くべきことが

記載されていたりすることもある。突っ込んだ対話をするための準備として、短

信・四半期報告・有価証券報告書、単体・連結をすべてに目を通すことがある。

既に知っている会社については、主にアップデートという意味合いで開示資料を

使うが、全く新規に理解する会社については、有報、アニュアルレポート、中計

をはじめ、ありとあらゆる資料が必要となる。（開３８・開示①） 
・業績予想に限らず、どのような開示が必要かは、セクターごとに変わるのではな

いか。同じセクターであれば、見るべき情報はある程度同じである。（開５０・開

示①） 
 
●自由度拡大と抑えておくべき事項の二本立て 
・開示をする企業側の多くの自由度を持たせること、そして最低限押さえなければ

いけないところを押さえておく、例えば、一冊の開示資料の中に、Audit の対象に

なる部分とそうでない部分があり明確化されていることなどであるが、こうした

先進的な対応が大事ではないか。（開２０５・開示③） 
・ユーザーとしては、非常に自由があって工夫の余地がいくらでもあるというもの

と、最低限絶対に守らなければいけない、信頼性の確保で絶対これは年に 1 回大

事というようなものがあって、そういう二本柱のようなシンプルなものにしてい

くことが、最も望ましいと思う。（開２０５・開示③） 
 
●その他 
・ 当期の概況というところはまさにボイラープレートで、数字を変えたら多分どこ

の会社でも使えるような形になっているため、個人的には現行の開示制度で不満

に思っているところである。（開１３０・開示②） 
・投資家（利用者）として開示に求めているものは、透明性と比較可能性と予見可

能性である。終わった期のデータは先の予想を考えるために使っており、公表さ

れた開示の内容が透明性・比較可能性・予見可能性にうまく合致しているかとい

うことが最も大事である。（開２０２・開示③） 
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（４）投資家が求める開示内容 
●ＭＤ＆Ａ情報の内容不足 

・ 日本の≪開示≫制度について、財務諸表についてはすごく素晴らしいが、諸外国

との比較においては、MD＆A 等の情報は、非常にプアだと思っている。まさに、

ボイラープレート型になってしまっている。こうした非財務情報が充実していな

いのは、財務情報の部分があまりにもオーバーラップし過ぎており、これを作成

するための実務負担が大きいためではないか。（開１２１・開示②） 
・（MD&A に関する情報は利用されているのかという問いに対して）MD&A に相当

する情報として、有報ではマクロ的な背景を記載することとされているが、有報

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いるにすぎない。他方、

海外では、単に外部環境に左右された結果を記載するだけではなくマネジメント

によるディスカッション（Discussion）とアナリシス（Analysis）が行われている。

当該情報に対する目的のとらえ方が異なるのではないか。（開１２８・開示②） 
・（MD&A に関する情報は利用されているのかという問いに対して）企業と投資家

の対話を促進するというわりには、ボイラープレート型でありプアである。会社

側としては、自分たちの会社をどうしていきたいか、という考え方を示す部分と

なるため、開示を充実させていくべきである。（開１２９・開示②） 
 

  ●投資家は非財務情報も重視 
・アニュアルレポートは色々なことが記載されていて結構面白いが、必ずしも投資

家は財務情報だけを望んでいるわけではないという気もする。どうしても財務情

報の話に偏りがちであるが、必ずしもそれだけではないのだろうという気がして

いる。（開２３１・開示③） 
・ガバナンスの点からは、非財務情報も重要。この点、日本はガラパゴス化してい

る。海外投資家との ESG の議論によれば、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、アジアにおけるチャイルドレイバーの問題等の課題につい

ては、海外においては投資家に発信すべき情報として考えられているが、日本企

業では、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。（研３８・研究会①） 
・取締役の選解任のための情報としては、このような点≪コンプライアンス経営や

ROE、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≫が含まれている

必要がある。コンプライアンスについては、一定の体制が敷かれて、招集通知資

料等に記載されているが、価値創造についての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を説明する必

要がある。（総１３２・総会②） 
・投資家とのコミュニケーションでは、実績を踏まえて将来の業績をどのように会
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社は考えるのか、それを実現するために何をするのかということが非常に重要。

（開３０・開示①） 
・Web でもよいので、企業と投資家の対話を促進するためには、中期計画を開示す

ることが有用ではないか。（開３５・開示①） 
・企業の情報開示は、かつては投資にまつわるリスクを軽減させるために存在した

が、現在は対話によって新たな価値を創造するために必要とされている。その意

味では新たなステージに入ったように思う。（開５２・開示①） 
・ディスクロージャーは、非常に進捗したと思うが、セグメント情報は改悪したと

思う。また製造原価報告書にいたっては、短信、連結主体になって、特に法人カ

ンパニーになった企業については開示されていない。（開１３７・開示②） 
・企業情報開示については、常に投資家の立場でモニターする上で極めて大事な点

であるので、非財務情報についても特に長期的な観点で企業の戦略性、つまり大

筋でどのような経営方針、戦略であるかを含めて、できる限り正確に開示される

ことを期待したい。（研６・研究会①） 
・戦略、コア・コンピタンス及びコア・ストラテジーの方向性は開示しても全く問

題なく、それらを開示することによって、投資家と会社の基本的なあり方を長期

的に議論できる。そのため統合報告的な話はもっと充実すべき。（研１１・研究会

①） 
・日本企業の開示に関しては、ガバナンスに関する開示があまりよくないというコ

メントがよくある。ガバナンスの開示の方式が必ずしも国際的な投資家の視点の

ロジックにあってないため、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。財務情報の開示や、戦略の開示が議論の主要な点となるのだろうが、伊

藤レポートにもあるようにガバナンスのような長期の観点からの重要な点につい

ても、できれば議論して頂きたい。（研１７・研究会①） 
・個人的には、仮に四半期開示の簡素化を受け入れるのであれば、連結開示をむし

ろ充実させてほしいと考えている。また、非財務情報、アニュアルレポート等を

使って、ある種立体的な開示により企業をよく理解したいという気持ちがあるし、

企業も投資家やアナリストによく理解して欲しいとの思いを持っているのではな

いか。（開２９７・開示④） 
 

●単体情報に基づく配当可能額のチェック 
・連結配当性向の議論をする際に、単体の配当可能利益がないということもあるの

で、単体の情報はチェックしている。（開３３・開示①） 
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（５）欧米企業の開示目線とわかりやすさ 
●海外の開示はシンプルで投資家目線 
・海外との比較感ということでは、海外企業のシンプルな表現や自発性を尊重した

形式はよいと個人的に感じている。例えば米国企業の業績発表のニュースリリー

スは、各社で表現や形式が異なり、比較しにくいが、日本企業に比べると、投資

家視点のキーワードが入っている企業が多いと感じる。（開２１４・開示③） 
・さらに米国企業は、上場企業の株主・投資家に対する意識が高い。そのため、例

えばアナリストは、「若干比較可能性は低いが、投資家目線で作っている」と受け

止めているのではないだろうか。日本企業の場合は、やはりステークホルダーの

利害を考えて経営しているところが多いので、米国企業のような考え方や、それ

に基づく情報開示というところまで一気に行くのは難しいと思っている。（開２１

５・開示③） 
・アメリカでは、目論見書の内容が分かりにくいということが 1998 年に問題になっ

たことから、SEC が「A plain English Handbook」を作成した。このなかでは、

平明な英語を使うべき、グラフの作成方法について比較し易さの観点から、0 から

始まる棒グラフで作成すること等の簡単ではあるが示唆に富んだ内容となってい

る。（総７０・総会②） 
・ 開示資料は「分かりやすさ」が重要である。アメリカの例で言うと、かつてはア

ニュアルレポートと 10-K は別々にあったが、現在はボーイングや P&G のように

一冊にして利用者の利便性を高めている例がある。三百何ページや二百何ページ

という分厚い資料であるが、一冊にすべての情報がまとまっている。必ずしもど

の資料を見ればいいかということに慣れた投資家ばかりではないことを考慮する

と、一冊に集約されていることは、非常に分かりやすい。（開２０３・開示③） 
 
●米国ＳＥＣが前提とする「洗練された投資家」 

・ かつてアメリカの SEC も主としてフォーム 10K の見直しをする際に、ユーザー

も同様に措定するかという議論がなされ、その際にユーザーを「洗練されたユー

ザー（sophisticated user）」として、一つの割り切りをした経緯がある。各開示

書類とそのユーザーの属性を視野に入れ、またプロユーザーかそうではないユー

ザーであるかも視野に入れて議論を進めていきたいと思う。（開８９・開示②） 
・  開示の目線をどこに置くかは重要。一般的には個人投資家も視野に入れることが

多いが、むしろそれが過剰開示やオーバーロードになる可能性もある。できれば、

洗練された投資家を前提にしていることを示した方が、全体としては理解を得ら

れる開示になるのではないか。（開１０６・開示②） 
・ 制度開示間の調整等を考える上では、そもそもこれらの制度はどのような人を念

頭に置いているかを考える必要。会社法は株主で金商法・取引所規則が投資家、
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ということであろうが、これに関連して、直近、10 月 3 日に SEC の Division of 
Corporate Finance の Director が、Shaping Company Disclosure ということで、

Regulation S-K と GAAP の重複などを議論すべきというスピーチを行っている。

そこでは、米国（SEC）では、直近にリーズナブルインベスターとしてプロの投

資家・アナリストを前提とした議論がなされている。（開１１３・開示②） 
・ なお、SEC では情報公開の公平性にも意識を持っており、Reasonable Investor
を通じて Retail Investor に情報を届ける、Retail Investor とプロの投資家との間

に情報格差があってはならないという点について非常に意識的。日本でも個人投

資家をいかに市場に呼び込むかが重要ではないか。このような観点から、業績予

想のような個人投資家がよく使うものは無くしてはならないのではないか。（開１

１４・開示②） 
 
 

３．年度開示の制度間設計 

（１）三つの開示制度の調整の必要性 
●重複する年度開示の負担感 
・ 諸外国では、日本ほど複雑な状況にある先進国は少ないと思う。3 つの開示制度

を比較すると、会社法上要求しなければならない最低限の開示事項はあるが、他

方で多くの部分が重複しているという実態にある。（開３・開示①） 
・書類の統一については、会社法・金商法の開示書類を両方出さなければならない

と言うことで、作成者・利用者双方にかなりの負担がかかっている。タブーなき

議論という観点から、これを変えていく必要がある。（総５２・総会①） 
・ 四半期に限らず、年度についても、基本は同じだけれども少しずつ違う短信と会

社法と金商法を３ヶ月の間に出すというのは、作業としてはかなり苦痛になる。

（開４１・開示①） 
・ 日本の開示制度では、金商法、取引所規則、会社法というトロイカ体制の下で非

常に似たような資料がたくさんあり、使いきれていないのが現状ではないか。他

方、連結情報は諸外国に比べるとプアという面がある。かつては単体の情報が重

視されたが、今後は連結の情報をより充実させ、かつ連結の情報についてメリハ

リをつけて開示するべきではないか。（開４７・開示①） 
・  会社法の開示と金商法の開示について、今年から金商法における単体開示の簡素

化がなされており、一歩一歩近づいているという面もある点だけ、最後に付け加

えさせていただく。（開１０１・開示②） 
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●三つの開示問題解決の必要性 
・会社法、金商法及び取引所規則という 3 つの情報開示があり、様々な問題が出て

いる。本当にシンプルな形にできるのであれば、前向きに貢献していきたい。（研

１５・研究会①）・経路依存性という点から、会計基準、開示あるいは株主総会に

しても、会社法、金商法それから東証の規則という 3 つの規則に縛られる中で、

非常に不自由な形になっている。現状の制度をベースとしたゼロベースでのある

べき姿の検討、短期及び中長期の課題の仕分けが重要。（研６６・研究会①） 
・多くの開示があり、似たような開示が繰り返し作成されている。それぞれ目的が

違うということは理解しているが、互いに利用する等の整理はできないのか。全

体的な観点から議論をすべき。（研６７・研究会①） 
・企業情報開示については、会社法、金商法及び取引所規則の分野で、実務的に合

理化・簡素化が行われてきているが、これ以上に進めるためには、その所管の垣

根を一度払って考える必要があり、それがこの研究会の設置の目的であると思う。

（研２１・研究会①） 
・弊社のグローバル経営会議において、日本の開示制度の概要を海外と比較して説

明した。3 つの開示規制があり、年次開示は３つの書類、四半期は２つの書類、株

主総会の前に米国の10-Kのような頼りとなる資料はでてこないといった点を説明

すると、欧米のように情報が集約して開示される方向で検討が進められているの

であれば、それは非常に好ましいという反応であった。ユーザー側からすると期

待値はそういうところにあると思う。（開２０４・開示③） 
・≪「あるべき開示制度の方向性」について経団連が実施したアンケートでは、≫

少数意見もいくつかあるが、おおむねの最大公約数としては、会社法開示及び金

商法開示は、目的に照らして過剰な多くの開示や開示の重複感があり、制度趣旨

が異なるとはいえ、送る相手も含めて開示内容の整理を十分に行うべきという意

見があった。（開２４６・開示④） 
・≪「あるべき開示制度の方向性」について経団連が実施したアンケートでは、≫

東証の適時開示と金商法上の臨時報告書について、開示内容が重複しており、開

示時期もほぼ同じであるから一元化すべき。（開２５３・開示④） 
・（経団連アンケート調査と異なる見解の部分もあるため、委員の意見をコメント資

料に基づき説明）日本のみ３つの開示規制（会社法・金商法・取引所規制）があ

り、かなりの情報が重複している。ヨーロッパ等とは異なり、開示規制間の調整

が図られていないという印象を受ける。（開２５４・開示④） 
 

●投資家・アナリストから見た重複開示の問題 
・開示のいろいろな制度の面について、企業サイドだけでなくアナリストあるいは

ポートフォリオ・マネージャーにとっても、多重規範の犠牲者であり、スクラッ
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プすべきものはスクラップする、必要なものはビルドするということを徹底的に

今やらないと、こういうことがずっと継続していくことは非常に歴史的な汚点だ

と思う。（研５７・研究会①） 
・元々、現在の二元体制は法制度導入の際の蹉跌のような側面があり、本来、昭和

20 年代にアメリカ式の証券取引法を導入したときに開示書類を統一できたのでは

と思っているが、アメリカと異なり、日本では会社法にルールがあったため、特

別法・一般法のような関係にし、全て証券取引法でやることにせず、二元で残し

たのが経緯。しかしながら、金商法の開示を受けている企業やその株主・投資家

にとって、本当に二元の情報が必要か。似たような情報がフォーマットの違う形

で提供されており、作る側にも見る側にもかえって見づらくなっていないか、と

いった点について検討する必要。（総５３・総会①） 
・財務諸表の利用者として、資料「企業情報開示検討分科会における議論の方向性

について」に記載されている内容について非常に共感するところが多い。分科会

では、取引所規則、会社法、金商法の３つの開示制度を統合していくのはコンセ

ンサスになっているのではないか。正確性・内容の豊富さの観点からは有報を利

用し、適時性という観点からは短信を利用するという中では、取引所規則、会社

法、金商法の整理は必要と思う。（開２９５・開示④） 
 

●開示制度の整理により高質の開示への資源配分の可能性 
・ 企業と投資家の対話を促進していく中では、肝心なところに時間をかけられるよ

う、資源や時間的な余裕を与えるべきであり、作成者に対して不必要に負担をか

けるべきではない。（開８・開示①） 
・ 事業報告や計算書類は、一般の機関投資家はほとんど利用していないため、一定

の整理が可能ではないか。その際に、空いたリソースを、本当の意味での情報開

示の強化、質を高める、具体的には非財務情報等の強化に使えないか。なお、決

算説明会資料では、有報に書かれていない情報がカバーされており、インフォメ

ーションのコンテンツとしては重要になっている。これは制度開示の外でやって

いる部分であるが、こうした点も重要。（開１２２・開示②） 
・日本のみ 3 つの開示規制があり、一見すると無駄な作業が多くなっており、やや

もするとかなりの情報が重複していると思う。もし重複をなくせば、もっと投資

家と企業との本来やるべき対話にエネルギーを傾けることができるのではないか。

そうであれば、個々の開示書類に意味があるかないとかいうことではなく、海外

の開示事例と比べて、日本は改善する点があるのかないのかについて、もう少し

問題点を整理すべきではないか。（開１７３・開示③） 
・現状似たような書類を短期間で複数作成しなければならず、その作る作業もさる

ことながら、チェックにも多大なエネルギーと時間が奪われている。その時間と
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エネルギーを、投資家と上場会社が高質な対話を行うための投資家と向き合う時

間に振り向けられないか。また、投資家とどのような関係を構築し、どのような

情報を開示するかについては、個々の上場会社の判断とし、裁量権を与えてはど

うか。（開２６４・開示④）。 
・資料「企業情報開示のあるべき姿について」では、上場会社は書類作成に当てて

いる時間とエネルギーを投資家と向き合う時間に振り向けることができるとされ

ているが、それは同意である。使ってもらえない情報を作成するのは、徒労感の

みが残るため、その時間は投資家との対話に振り向けたいというのは、全く異存

がない（開２８１・開示④）。 
 

（２）異時点の開示や監査に関する問題 
●海外投資家から理解されにくい後発事象の問題 

・会社法の監査報告書は、有報の監査報告書より先に提出されるが、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、有報では開示後発事象とする取扱いは、日本固有

の取扱いであるため、海外の投資家からの理解が得にくいのではないかという懸

念がある。（開１４８・開示③） 
・計算書類と有価証券報告書の提出時期が異なることから、状況変化に伴う課題が

ある。制度的懸念として、後発事象がある。後発事象は、決算期後に生じた「開

示後発事象」及び「修正後発事象」の 2 つがある。「開示後発事象」は、将来の財

政状態等に影響を与えるものであり、新株の発行や災害の発生等が該当する。「修

正後発事象」は対象事業年度に影響を与えるものであり、決算期後に訴訟が確定

した場合や、重要な取引先の倒産等が該当し、修正後発事象の場合は、対象事業

年度の決算を修正しなければならないこととなる。計算書類に係る監査報告書提

出後に修正後発事象が発生した場合、理論的には、計算書類を修正しなければな

らないこととなるが、日本における実務としては、計算書類と有価証券報告書の

単一性を重視することから、現状としては、開示後発事象として取り扱うことと

なっている。このような取扱いは、計算書類と有価証券報告書、それぞれ提出時

点が異なる２つの開示書類について監査報告書を必要とする我が国の現状からく

るものであり、特に海外投資家からの理解を妨げるような危険があるのではない

か。（総１６２・総会③） 
 

●Ｊ－ＳＯＸと会社法監査の整合性 
・金商法に基づく内部統制監査において、有報の作成に係る決算財務報告プロセス

など、会社法監査報告書日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、金商法の財務諸表監査の意見形成にも影響を与える可能
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性があり、結果として会社法と金商法の監査意見が異なることになったり、時点

が相違することによる監査役監査の結果との不整合が生じかねず、株主・投資家

への混乱を招く恐れがあるのではないか。（開１４９・開示③） 
・会計監査人の内部統制報告書に係る監査報告書は、有価証券報告書に係る監査報

告書提出時にあわせて提出することとなるが、会社法では監査役が内部統制につ

いて監査報告書において監査意見を述べることとなることから、会社法に基づく

監査役監査報告書提出後に内部統制の不備が発見された場合、会社法（計算書類）

の監査役による報告内容と内部統制報告書に係る監査報告書との間で齟齬が生じ

る可能性がある。これもまた、内部統制に係る監査報告書の提出時点が異なるこ

とにより発生する問題である。（総１６３・総会③） 
 

●異時点開示見直しの必要性 
・会社法、金融商品取引法、取引所規則、それぞれの要請による複数の情報開示を

行っている我が国の現状について、同じような内容の情報を異なるタイミングで

開示することは、時の経過による情報の変化への対応が必要となり、情報開示の

責任の面から改善すべき。（研４３・研究会①） 
・計算書類及び有報は、最終報告としての位置づけでは同じであるが、それぞれの

監査報告書の提出日が異なる。時点がずれれば、その間に状況の変化が起こり得

る。（開１４７・開示③） 
・決算発表が同時期に集中するため、同じ会社から似かよった資料で 2 回公表(短信

と四半期報告)されるときにアナリストが 2 日後にもう一方の開示資料に目を通す

かというと、2 日後に同じ会社の開示資料にもう一度目を通すぐらいであれば、別

の会社の新しい開示資料に目を通す。日がずれて同様な複数の開示資料が公表さ

れるという状況では、多くの場合後から出てくる資料は見ないというのが一般的

であると思う。（時間の効率的な使い方が僅かな情報の差に優先）（開１９６・開

示③） 
・同じ企業からかなり重複のある資料が 2 つ 3 つ公表されたとすると、後から出て

くるものについての注目度は一段と下がる。具体的には、短信が公表された後、

速やかに決算発表会を行っている場合もあり、決算発表会の資料では、Q&A 対策

を考慮した補足説明付きのものが用意され非常に読みやすく分かりやすいため、

そこで相当満足できてしまい会社法計算書類、金商法有報、アニュアルレポート

を待って読み返すより、別の会社の情報収集に時間を割くということがあると思

う。（開２００・開示③） 
・たくさんの相当企業を抱えているアナリストは忙しくて、有報まで目を通せず、

また最も気持ちを込めて作っているアニュアルレポートを読んでいないかもしれ

ない。それこそがまさに「あるべき対話をするためにはどうすればよいか」とい
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う観点から、問題であり、対話のレベルを引き上げるために必読資料としての価

値を考える上での大きな課題であると思う。（開２０１・開示③） 
 
●二元監査問題解決の必要性 
・開示情報の質という観点から、各国における監査報告書日付の比較、すなわち決

算日後、どのぐらいの期間をかけて財務諸表を作成し、監査報告書を入手した上

で開示を行っているか、国際比較の観点から、併せて検討する必要がある。（研４

２・研究会①） 
・会社法（計算書類）と金融商品取引法（有価証券報告書）のそれぞれの制度目的

を損なわない前提で、二重作業の負担の軽減と複数開示を前提とした「時の経過

による状況変化」への対応のため、計算書類と有価証券報告書の一体的な開示を

可能とする施策として、以下の３案≪案②は P26（総１６５・総会③）、案③は P23
（総１６６・総会③）に別途記載。≫が考えられる。 
（案①）会社法（計算書類）監査報告書と金融商品取引法（有価証券報告書）監

査報告書日付の間を極力短縮することで、「時の経過による状況変化」の発生の

可能性を軽減する方法。この方法により、平均約 40 日の計算書類監査報告書日

から有価証券報告書監査報告書日までの修正後発事象等の発生のリスクを小さ

くすることができる。（総１６４・総会③） 
・（案①）を前提とすると、（3 月決算の場合）6 月上中旬頃に会社法及び金融商品取

引法に係る監査報告書を提出するとともに、招集通知を発送し、招集通知発送後、

株主の議決権行使のための十分な検討期間を確保したうえで株主総会を開催する

のが望ましいのではないか。（総１７１・総会③） 
・年度開示については、分科会資料によれば、2 つの監査報告書が必要とされている

のは日本だけである。アメリカは基本的には証取法の監査報告書しかない。欧州

については証取法と会社法が 2 つ存在しているが、調整されており、年度決算に

ついては、会社法の監査報告書が全部代表していると私は理解した。日本におい

ても、会社法が監査する箇所については、そのまま金商法でも使用できるように

したらどうか。（開１７７・開示③） 
・実際、当社の会計実務では、会計士は計算書類と財務諸表の単一性を重視してい

る。仮に、単一性を重視して、事後情報を有報で開示後発事象で処理をすると、

これはまた複雑な取扱いをしているということになる。したがい、会社法で監査

したものをベースとして、金商法の監査は会社法での監査との重複を避け、追加

情報の監査にのみ絞るべきである。欧州と同様、会社法と金商法が調整し、監査

の重複を見直すべきである。（開１７７・開示③） 
・会社法と金商法の 2 つの制度による情報開示は、投資家にとって、分かり辛く、

かつ、発信タイミングが異なることから生じる時の経過への対応（典型的には、
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後発事象）といった問題もあり、企業の開示責任にも重要な影響を与える。（総３・

総会①） 
・ （当社は）細かな注記を含め、6 月上旬には有価証券報告書作成のための準備が

整っている。根幹をなす財務諸表自体は、基本的には決算発表から変更しない方

針であり、このために結構余計なエネルギーがかかっている。（開２６・開示①） 
・年度決算は、会社法、金商法で２つの独立した監査報告書が求められる。制度上、

会社法の監査が実施され、その後に金商法の監査が実施されるが、実務は別とし

て、基本的には、両者ともゼロベースで監査することとされている。そのため、

かなりの重複感がある。（開２５５・開示④） 
・年度開示について、会社法の監査報告書の取得は平均４２日、金商法の監査報告

書の取得は、平均４４日後の８６日であるとのことであるが、会社法と金商法で

は、財務情報の一体化が進んでいることを考慮するならば、監査業務についても

法令上の重複部分を見直すことにより、44 日からの大幅削減はできるのではない

か。（開２６０・開示④） 
・金商法の監査は、会社法で実施した監査以外の部分でよいと、制度上規定するこ

とで、監査手続きの重複を回避することができるのではないか。（開３１４・開示

④） 
・会社法の監査の後、金商法の監査をゼロベースでやり直すことは全くない。会社

法の監査でほぼ本表の監査は終わるため、その後金商法の監査で行うのは、会社

法で監査をしていない財務諸表と注記についてである。（開２９９・開示④） 
・他国の監査報告書の発行日は期末日の翌日から平均 50 日程度であるところ、日本

では、会社法の監査報告書が期末日の翌日から平均 42 日で発行され、非常に短い

期間の中で監査を実施している。監査業務の見直し統合化が進んでいないので日

数がかかるのではなく、制度の問題であることをご理解いただきたい。（開３０

０・開示④） 
・企業集団の財政状態及び経営成績を適正に表示する財務諸表を監査することが、

監査人の使命である。日本には、会社法と金商法の２つの制度があることが非常

に分かりづらいのではないかと考えている。制度の目的は２つ存在するが、財務

諸表は、どちらも企業集団の財政状態及び経営成績を適正に表示するものであり、

監査は財務諸表の適正性を見るものである。果たして本当に２つ必要かどうかに

ついてはご議論いただきたいと思う。経団連が提示されている金商法開示は連結

ベース、会社法開示は単体ベースといった見直しも含めて検討していくという方

向には賛成する。（開３０１・開示④） 
・会社法と金商法の制度開示の重複感を議論する際に、私たちは資料の重複の話ば

かりを考えがちであるが、監査手続きが重複していることやもとは同じ財務諸表

にも関わらず異なる形式のものを２つ作成しなければならないといったことなど
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についても考えなければならないのではないか。例えば、監査については財務諸

表について参照方式を検討するのと同様に、会社法の監査と金商法の監査の手続

きを別個のものとして実施するのではなく、相互に利用して進めることができる

ような制度設計をしてはどうか。単に開示資料の合体・簡素化について議論する

のではなく、このような抜本的な提案も必要ではないか。（開２８８・開示④） 
 
（３）法定開示を一体化し、アニュアルレポートとして活用 

●金商法と会社法の年度開示の一体化 
・金商法では、非常に細かい開示規制が課されている。会社法と金商法の二重規制

の中では、カテゴリー別の法律を設けるべきではないか。かつて、法務省の法制

審議会では、公開会社法について検討していた時期があったが、議論がたち消え

になったという経緯がある。非上場会社と公開会社のあり方について、再度議論

してはどうか。（開９・開示①） 
・会社法、金商法の 2 つの制度による開示情報ではなく、重複した情報は１つに絞

った上で、内容の充実を図ることが望ましい。（総４・総会①） 
・≪計算書類と有価証券報告書の一体的な開示を可能とする施策の 1 つとして、≫

計算書類と有価証券報告書について、それぞれの目的を達成するために必要な情

報を整理し、重複部分については一元化することで、一つの開示書類への集約を

目指す方法≪案③、P22（総１６４・総会③）の発言における「３案」の 1 つ≫。

（総１６６・総会③） 
・会社法改正の議論の中で、金商法のディスクロージャーと会社法のディスクロー

ジャーを合わせたほうがいいのではないかという議論があったが、いつの間にか

立ち消えになった。業規制と制度規制という、金商法と会社法で対立する、相容

れない部分もあるかと思うが、一括化されれば制度による二重の手間が企業で省

かれる。（研３７・研究会①） 
・開示・監査の一元化ということは、開示の情報で同じような情報が公表されると

いう議論とともに、作成者・監査人、そして利用者の視点から、二重作業と複数

開示を前提とした時の経過による状況変化への対応といった問題を克服すること

ができないか。この施策としては、例えば次のような案が考えられないか。 
案１）会社法監査報告書日付と、金商法監査報告書日付の期間を極力短縮するこ

とで、複数開示を前提とした「時の経過による状況変化」の発生の可能性

を軽減する方法。現在では、会社法の監査報告書がかなり早く、5 月には提

出され、金商法の監査報告書、これは監査報告書だけの問題ではなく、財

務諸表もその時点で作成するという建付けであるが、それが 1 カ月以上離

れているのと、例えば数日しか離れていないのとでは、かなり状況が異な

るのではないか。 
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案２）計算書類と有報について、それぞれの目的を達成するために必要な情報を

整理し、互いに参照し合える部分は参照する（又は引用する）といった形

で、実質的に一元化する方法 
案３）計算書類と有報について、それぞれの目的を達成するために必要な情報を

整理し、重複部分については一元化することで、一つの開示書類への集約

を目指す方法（開１５０・開示③） 
・（日本公認会計士協会から提示された資料について）案③≪計算書類と有報につい

て、それぞれの目的を達成するために必要な情報を整理し、重複部分については

一元化することで、一つの開示書類への集約を目指す方法≫がとれれば実質的に

一つの開示書類への集約ができるため最も望ましいが、なかなか難しいとは思う。

（開２１７・開示③） 
・一つ目のポイントとして、開示書類の一元化、統合化の方向性案について、年度

開示、半期開示、半期以外の四半期開示に分けて記載している。 
１）年度開示について 

現状では、時系列的に、取引所規則に基づく決算短信、会社法に基づく事業

報告・計算書類、金商法に基づく有報がある。統合案としては、速報として

の決算短信と確報としての有報は、存在意義がそれぞれあるため、いずれも

必要と考えている。速報としての決算短信の位置づけはほとんど変わらない

と考えている。（開２３４・開示④） 
２）半期開示について≪「８．四半期開示について」にて別途記載≫ 
３）半期以外の四半期（第 1 四半期、第 3 四半期）開示について 

≪「８．四半期開示について」にて別途記載≫ 
・法定書類について、実質的な一元化が図れないか。例えば、有報のエッセンスを

会社法の開示書類に利用するということもお話しさせていただいた。それに加え、

こうした法定書類を事後的な開示書類としてではなく、対話のツールとしても利

用できないか。この点についての投資家のご意見も伺ってみたい。（開１１８・開

示②） 
・利用者は、圧倒的に有報を利用するが、会社法に基づく事業報告・計算書類につ

いては、金商法に比べて注記等が若干少ないという印象があり、ほとんど使わな

い。利用者側では、確報として有報を頼りにしており、有報を残すことで満足で

ある。（開２３５・開示④） 
・細かな点として、会社法の事業報告・計算書類にはあるが、有報にはないという

情報があれば、統合化の検討の際に考慮するべきであると思う。（開２３６・開示

④） 
・案としては、決算短信は速報として利用されているため残して、有報と事業報告・

計算書類は統合し、現状より少し早めの 60 日以内の提出を目指してはどうか。将
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来的には、アニュアルレポートとも統合し、参照方式の形になると非常に望まし

いと考えている。（開２６５・開示④） 
・発言された 3 委員≪三瓶委員、久保委員、早川委員≫のご提案内容は、いずれも

投資家と企業の理想的な関係構築に必要な情報の有効性と有益性を高めるもので

あり、不要な業務に伴う不正確な情報の惹起を避けることを含め、関連作業の効

率性を高めるということに集約されると思う。ご提案内容は、大きなフレームと

して、全く異存はない。（開２７０・開示④） 
 

●法定開示と比較したアニュアルレポートの位置づけ 
・法定開示資料は、今のままでは少なくとも対話促進のための、あるいは対話を有

用にするためのものになっておらず、むしろルールをクリアするために作成して

いるという意味で義務感の方が強いのが実態ではないか。（開１７・開示①） 
・私は IR 部門であるため、アニュアルレポートや、有報・決算短信の定性的な情報

を作成している。アニュアルレポートではモチベーションが上がり、アピールし

たいという気持ちになり、色々な情報を書いたりアピール箇所をはっきり言った

りもする。だが、有報や決算短信では、ボイラープレート型の記載をし、横並び

したくなる。言語の問題なのかもしれないが、日本語の文章では自慢することは

恥ずかしいが、英語の文章のときは自慢しても恥ずかしさを感じない。（開１８

９・開示③） 
・年度の有報と、（委員のおっしゃった）モチベーションを上げて作成されるアニュ

アルレポートについては、我々も気合いを入れて、見なければいけないと思って

いる。ただし、四半期報告書は少し意味合いが異なる。（開２２３・開示③） 
・当社では、9 月ぐらいにアニュアルレポートを作成している。アニュアルレポート

は、英文で作成し、同時に和文の簡略訳をしてホームページに載せている。（開２

２９・開示③） 
・有報では、事業報告・計算書類とは異なり、沿革や事業等のリスク等の重要な情

報が記載されている、他方アニュアルレポートは有報とは異なり、製品イメージ

（写真）等の非財務情報が充実しているため、財務的な根拠が見える有報と、企

業の活動をビジュアル的にイメージをもって理解することができるアニュアルレ

ポートを合体させ、一元化すればよいのではないかと考える。（開２４４・開示④） 
・アニュアルレポートは法定書類ではなく、投資家とのリレーション、対話をする、

あるいはエンゲージメントをする一環で任意に作成されている書類である。そこ

に含まれている財務情報は、開示を含め、基本的には有報に含まれている情報を

最大限にして、そこで新たに付け加えるものは全くないと理解している。仮に将

来的にリファレンス方式などを作ったとしても、有報に入れるデータに関しては、

国際的に見ても遜色のないものを含める必要があるのではないか考えている。（開
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３０３・開示④） 
・アニュアルレポートでは、注記等において有報と同じレベルで開示を行っている

わけではなく、利用者の関心は高いが発行体が出したくない注記情報等ほど、削

られているケースがしばしばある。私の考える有報とアニュアルレポートの合体

とは、アニュアルレポートに記載されている財務諸表の記載を全て取り払い、代

わりに有報を付けるというイメージである。（開３０６・開示④） 
 
●法定開示とアニュアルレポートとの一体化 
・開示に積極的な企業は、アニュアルレポート上で投資家にとって有用な情報を開

示していることがある。アニュアルレポートで開示する内容を、有価証券報告書

上で開示するよう誘導できないか。（開３７・開示①） 
・アニュアルレポートは、本来読むべきだと思う。米国のように、有報とアニュア

ルレポートが最初から合体していることになれば、アニュアルレポートというの

は非常にナレーティブに書いてあって読みやすく、また企業の理念というような

こともたくさん表現されている。それに加えて、有報があり、注記も細かくあれ

ば、必ずその 1 冊にたどり着き、すべての人がアニュアルレポートの色々なペー

ジに目が誘導される。せっかくこういう議論をしているのであるから、そういう

仕掛けを考えられないか。（開２０６・開示③） 
・有報と≪アニュアルレポートを≫一体化できればいいが、有報なり事業報告なり、

法定開示についてはかなり意識して作成している。（開２３０・開示③） 
・≪開示の方向性についての≫三つ目のポイントとして、このように任意開示が拡

大すると、法定開示と任意開示のバランスを考えることが重要になる。この場合、

アメリカのボーイング社や P&G 社のように、アニュアルレポートの後半に 10-K
をそのまま添付するなど、アニュアルレポートと有報を合体することが考えられ

るのではないか。また、タイミングについて、会社法上の事業報告・計算書類を

有報に寄せていくことになれば、有報を総会前に提出することが必要になるが、

総会前までにアニュアルレポートと有報を合体することを求めるのではなく、ア

ニュアルレポートはもう少し時間をかけて後で出てくる可能性があることを踏ま

えると、総会後にアニュアルレポートが提出される段階で、財務情報については

あらためて有報を合体することで効率化と充実が可能になるのではないか。（開２

３８・開示④） 
・こうした統合案・変更により期待する効果として、まず、企業情報利用者を企業

側が力を入れて丁寧に、表現も考えながら作成しているアニュアルレポートに、

そこに行けば相当詳しい情報が分かるという意味で企業情報利用者を誘導するこ

とができ、また非財務情報への関心・理解向上が見込まれる。加えて、もともと

アニュアルレポートは、海外投資家向けに作成されていたため、英文で作成され
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ている。アニュアルレポートと有報を合体させることになれば、有報部分も英語

で作成することになる。英語版の有報が作成されれば、開示情報量・丁寧さとし

ては格段の向上になる。（開２４１・開示④） 
・こうした統合案・変更により期待する効果の二つ目として、発行体にとって、企

業情報開示の自由度が向上し、非財務情報に注力することができ、また利用者に

とっては、情報の一元化による利便性の向上が期待できる。（開２４２・開示④） 
・資料「企業情報開示検討分科会における議論の方向性について」≪三瓶委員提供

資料≫における提案内容については、基本的には賛成である。統合レポートは、

ワンストップサービスであると考えており、発行体・投資家とも同じ材料で議論

ができることになる。（開３０７・開示④） 
・有報とアニュアルレポートの合体は、米国の例では読みにくい。有報は法定開示

であり、アニュアルレポートは任意開示であるため、その点に関しても問題があ

る。一つの解決策としては、ヨーロッパの優れた開示にあるように思う。例えば

ロッシュは、非財務情報が 250 ページ、財務情報が 200 ページほどあるが、非常

に読みやすい。投資家を意識した内容になっているが、これが 10-K や有報のよう

な形式になってしまうとこうした配慮ができなくなってしまう。任意開示におい

て、ロッシュのような形を奨励しても良いのではないか。（開３２５・開示④） 
 

（４）参照方式の活用 
●有報と会社法書類の参照で実質的な一体化 
・≪計算書類と有価証券報告書の一体的な開示を可能とする施策の 1 つとして、≫

計算書類と有価証券報告書のそれぞれの目的を達成するために必要な情報を整理

し、相互に参照し合える部分は参照する形で、実質的に一元化する方法≪案②、

P22（総１６４・総会③）の発言における「３案」の 1 つ≫。（総１６５・総会③） 
・こうした観点≪金商法と会社法の一元化について、タイミング・スケジュールの

ズレを前提とした議論があってもよいという観点≫からは、連単の問題が出てく

る。例えば、会社法の連結計算書類は決算短信を参照し、有報では、単体につい

て計算書類を添付するという方法も考えられるのはないか。（開１０５・開示②） 
・参照方式になり、アニュアルレポートを日本語でも作成し、有報や短信に該当す

る箇所はここである、と示すことができれば、企業側は自由度が増して、投資家

も本当に知りたいことが分かるのではないか。（開１９０・開示③） 
・制度開示の問題は、タイミングの問題と内容の問題の両方について考える必要が

ある。タイミングが一致しても内容がずれることもあるし、タイミングがずれて

も内容について、短信や計算書類をリファレンスにより活用するというアイデア

もあり得るので、その部分は必ずしもタイミングだけではなく内容の問題でもあ

る。（開２２７・開示③） 
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●仏国における参照方式 
・Document de reference は EC が 2004 年に規則としてまとめたものであり、企業

の透明性を高めるためにこういう情報を出したほうがいいのではないかというこ

とで、色々な情報項目を列挙しているが、EC が多様な情報項目を列挙しているた

め、その中でも特に推奨するべき情報として市場当局である AMF がガイドライン

を示している。（開１６０・開示③） 
・任意である Document de reference は、アニュアルレポートの形でも公表してよ

いということが AMF 規則の中で明記されている。Document de reference を、ア

ニュアルレポートの形で公表する場合には組替表、クロスリファレンスを作成す

ることが義務づけられている。（開１６０・開示③） 
・実際に企業はどのような形で公表しているかを、簡単に調べたが、一番大きい区

分 A の中でも、特に指標として使われる CAC40 の企業というのは多国籍の企業

が非常に多いため、だいたい英語版とフランス語版の両方でアニュアルレポート

を作成している。英語版にはアニュアルレポート、フランス語版には Document de 
reference という名称が付されており、両方見ると言語が違うだけで中身は一緒な

のではないかと思う。ただ、やはり最後にはクロスリファレンスが添付されてお

り、それぞれ会社法のマネジメント・レポートの要求のどの部分に該当するのか、

あるいは証取法が決めている年次財務報告書のどの規定にあたるのかということ

がきちんと説明されている。（開１６１・開示③） 
 

（５）時期のずれを前提とした開示内容の整理 
・案③≪計算書類と有報について、それぞれの目的を達成するために必要な情報を

整理し、重複部分については一元化することで、一つの開示書類への集約を目指

す方法≫の実現が最も望ましいと考えるが、その実現には制度改正等が必要とな

ってくる。必要な施策を段階的に実現していくことを考えるうえでは、まず短期

的に目指す方向性は、現行制度上で対応可能な方法として案①≪会社法監査報告

書日付と、金商法監査報告書日付の期間を極力短縮することで、複数開示を前提

とした「時の経過による状況変化」の発生の可能性を軽減する方法≫が考えられ

るのではないか。（総１６７・総会③） 
・金商法と会社法の一体化については、スケジュールを一体化しても、内容をどう

するかという問題は別途生じる。長期的に金商法・会社法の 2 つの法律が変わっ

ていくことまで視野に入れると別であろうが、短期的に 2 つの法律が併存してい

る中にあっては、タイミング・スケジュールのズレを前提とした従来型の議論が

あってもよいのではないか。（開１０４・開示②） 
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（６）その他具体的な方法の例 

●短信情報の法定開示への活用 
・事業報告、計算書類については、決算短信を参照することとし、狭義の招集通知

を送付すればよいと思う。というのも、事業報告や招集通知はあまり読み込まれ

ていない感がある。決算短信は速報性では意味があるため、短信を出した後、監

査を受けて、ESG の観点や経営戦略を盛り込んだ有報をきちんと出すという形で

よいのではないか。（開１０８・開示②） 
・決算短信と計算書類については、決算発表と、会社法に基づく監査報告書の受領

日が非常に近く、半分ぐらいの会社が発表前に会社法の監査報告書をもらってい

るということから考えると、法の立てつけが全く異なるものの、実態としては一

本化する方向で考えていけばよいと思う。（開７３・開示②） 
・資料「企業情報開示検討分科会における議論の方向性について」では、有報を株

主総会前に提出し、招集通知への添付は決算短信でも可と記載している。これは、

招集通知を発送するタイミングでは、有報を添付することは実務的に難しい可能

性があるため、その時点では決算短信でも可とし、総会までには有報を作成して

いる状態にすることを考えている。それは、Web 開示が適切なのかもしれないが、

そうなっていれば、更に有報でも確認したいという株主は、いったんそれを見て

から総会へ臨むということができるのではないかということで、ここについては、

若干のフレキシビリティがあってもよいと思っている。（開２６９・開示④） 
・総会前に招集通知に短信を添付することについては、機関投資家であれば 5 月上

旬の決算発表時点で決算数値に目を通し、中旬には決算発表説明会を通して、大

部分の情報を理解している。そのため、招集通知に何が添付されているかは、あ

まり意識していない。他方、個人投資家にも様々いるが、少なくとも現在提供さ

れている情報はよく読まれていないように思う。誰もが知っている大規模企業で

かなり問題のある注記があったが、その役員選任議案は 90％以上で可決されてい

て、誰も見ていないのだと実感した。そういう意味で、招集通知に短信だけ添付

されていても、最低限必要な情報は提供されていると考えられる一方、精査した

い人との関係では有報が総会前に提出されていれば、そうした限られた人ではあ

るがその要求を満たせると考えている。（開３２１・開示④） 
・資料「企業情報開示検討分科会における議論の方向性について」≪三瓶委員提供

資料≫では、招集通知への添付は決算短信でも可とされている。だが、個人投資

家や機関投資家が株主総会で議決権を行使する際に、単体情報を必要とする利益

処分案などが議案に含まれているケースでは、決算短信を添付することで足りる

か。決算短信に記載されている情報だけで、議決権行使に十分な情報であるとい

えるか。会社法との関係をどのように整理するべきかという実務的な問題がある。
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（開２７１・開示④） 
・経団連のアンケートでは、有報開示の一本化について、実務上の困難さからネガ

ティブな意見が多いとのことであるが、有報の情報を分離させ、決算短信と合体

させるのであれば作業的に可能であり、工夫次第ではないかと思う。（開２８０・

開示④） 
・一体化の案として、有報の情報で、議決権行使に必要な会社の戦略やリスク情報

については、有報の現状の開示から一部切り離し、有報と会社法を統合させるの

ではなく、決算短信と会社法を統合させた方がよいのではないか。すなわち、招

集通知に決算短信を添付するのであれば、決算短信の情報に、事業報告に記載さ

れている情報の中から、ある程度会社の姿勢なり体制なりを示す情報を短信に盛

り込み、議決権行使してもらう。（開２７４・開示④） 
・資料「企業情報開示検討分科会における議論の方向性について」に記載されてい

る事項について、計算書類の代りに決算短信を付けるとすると、決算短信公表の

タイミングで、株主総会で議論する中身（配当や取締役の情報）はほとんど出て

いることになる。そういう意味では、決算発表と同時に招集通知も出せることに

なるが、会社法との関係が不明。（開２９２・開示④） 
・招集通知については、決算短信やそれに付随する資料を添付することでよいので

はないか（開３０８・開示④）。 
・「連結財務諸表、セグメントは必須、その他は任意」という記載について、年度の

短信を招集通知として添付するのであれば、連結財務諸表とセグメント情報だけ

では会社法を満たしていないため、別途調整が必要ではないか。（開２７７・開示

④） 
 

●開示資料の連結への一本化 
・「あるべき姿」として掲げた 3 つ（①有価証券報告書・決算短信は連結情報のみと

する、②事業報告・計算書類は単体情報のみとする（任意で連結情報を記載する

ことは可とする）≪について、検討すべき（③については、P48（研２３・研究会

①）に記載）。≫（研２２・研究会①） 
・上場会社については、すべて連結のみでよく、単体は不要ではないか（単体はど

れくらい利用されているのか、情報として有用なのか。）。（開２１・開示①）・開

示内容の整理について、１つの方向性の例示として、金商法開示では、法定ベー

スで連結のみ、会社法開示では、法定ベースで単体のみ求めることにより、各開

示制度の役割に即した開示の簡素化・合理化を追求するべき。（開２４７・開示④） 
・企業ごとに、会社法上の連結開示については、抜本的な簡素化・合理化の上で開

示を継続するか、任意での開示とするべき。（開２４８・開示④） 
・経団連のアンケートでは、あるべき開示制度の方向性について、金商法は連結ベ
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ース、会社法は単体ベースを法定開示とするべきであるとのコメントがあったが、

それでは単体と連結情報が分離されてしまうため、有報と会社法を合体させ両方

を使えるとした場合には調整が必要なのではないか。（開２７９・開示④） 
 

●注記等の簡素化の必要性 
・注記についても目的に沿って最小限にする検討を、この研究会でしていただきた

い。（研２４・研究会①） 
・日本は、財務諸表の開示、注記等に何が必要かという点は、会社法、金商法それ

ぞれで考えているが、包括的に何が必要かということを検討した上で、可能であ

れば一つにするというのが一番分かりやすいのではないか。（開４５・開示①） 
・開示制度として３つの制度それぞれに何が必要なのか考え、財務諸表の注記、開

示は本来どうあるべきかを考え、その上で一元化できるところは一元化し、一部

抜粋など必要であれば抜粋するといったことを考えてはどうか。（開４５・開示①） 
・（東証より提示いただいた資料≪第 3 回企業情報開示検討分科会・安井委員提出資

料≫に記載されている ABCD 社の開示例について）私の担当している会社は A の

パターン≪時価総額 1 兆円超で、開示の量が多い企業のパターン≫が多く、その

会社を簡素化すべきであるというのもおかしな話である。簡素化してもよいが、

そこは会社の自由度に任せたい。（開２２４・開示③） 
・その他として、会社法の単体開示について、単体開示は存置すべきだがか、注記

項目レベルの簡素化は可能という意見があった。「有価証券に関する注記」や「税

効果会計に対する注記」は too much である。（開２５２・開示④） 
 

●目論見書のやり方を参考にした法定開示 
・これ（事業報告・計算書類と有価証券報告書）をどのように統合していくか、が

問題となるが、例えば、投資信託では、お客様に投信を買っていただく際に、目

論見書を見てもらっているが、請求目論見書からエッセンスを抽出したものを交

付目論見書としており、これで説明をしている。運用報告書についても、12 月 1
日より、詳細なものとエッセンスを記載したものとに、二分化することが法制で

決定している。（開８８・開示②） 
・有価証券を発行する際に使う目論見書の場合、継続開示をしている発行体は参照

方式でよいとされているなど、法定開示の枠組みの中では、既に参照方式が取り

入れられていることについても一言申し添えておきたい。（開１８６・開示③） 
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４．有価証券報告書について   

（１）確定情報としての有報の重要性 
●開示情報のベースとしての有報 
・ 2010 年に日本証券アナリスト協会が実施した会計基準アンケートでは、決算短信

を重要視していると回答した割合は 58.8%、有価証券報告書を重要視していると

回答した割合は 62.2%という結果が出ている。（開５５・開示①） 
・ アナリストやファンドマネージャーは、タイミングを考えれば短信が有用、タイ

ミングかつ足元の状況を把握するためには、決算説明会資料が有用、比較的長期

のビジョンをみるときには中期計画がそれなりに有用と考えている。有報はバイ

ブルであり、マストであると考えられている。・  アナリストを採用する際、アニ

ュアルレポート、有報、短信、会社説明会資料、中期計画等を準備し、5 時間缶詰

めにして、対象会社の売り買いを判断させているが、そこで面接官としてみてい

るのは、有報を十分に読み込んでいるかである。有報はバイブルであり、タイミ

ングが遅いから、有報に対する直接的な質問があまりなされていないから使われ

ていないといわれると、私たちとしては非常に困る。ユーザーとしてはヘビーユ

ーザーである。（開８５・開示②） 
・ 事業報告・計算書類は、株主総会に必要な資料という認識で、万人向けの資料と

考えている。他方、有価証券報告書は、やはりバイブルであり、企業を理解する

ために必要な書類である。（開８７・開示②） 
・ ユーザーにとって、有報はバイブル。なぜ有報をそれだけ信じられているかは、

数値が監査によって裏付けされているため。（開９６・開示②） 
・有報は、実務上は使われていないように見えるが、それは監査を受けて、数値が

正しいことを前提としているので、敢えて話題にしていないだけではないか。た

だ、大元になるのは、現状であれば、決算短信であり、四半期でいえば、四半期

報告書よりは、四半期決算短信である。（開１１２・開示②） 
・ 開示情報について、ベースになっているのは、監査済みの有報があるという事実

である。有報の質問をしないというよりも、短信・説明会資料について質問をす

ることで、有報に記載されている情報がカバーされているためではないか。（開１

２３・開示②） 
・ 通常機関投資家向けに作成したアナリストレポートを、個人投資家向けに作成し

直している。これらの情報は、監査済みの有報がベースとされている。有報がい

ろいろな意味で投資のベースになっているのは確かであると思う。（開１２７・開

示②） 
・ 主要な経営指標等の推移などの情報が開示されており、有報は素晴らしいと考え
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ている。（開１３８・開示②） 
・ 過去 3 年間、投資家より有報に関する質問が一度もなかったという意見もあった

が、有報・短信・四半期報告書では重複する部分も多いため、有報にしか記載さ

れていない事項について投資家から質問がなかったからといって、有報を読んで

いないということにはならないのではないか。（開８４・開示②） 
・ＩＲの実務では、わかりやすく迅速に説明することが必要となるが、その際に、

大元になるのは正しい情報であり、有報や短信を基礎として IR 情報を作成してい

る。（開１１１・開示②） 
 

●確定情報としての有報の利用 
・ 投資家は監査で担保されていることを前提に短信を利用しているように思う。逆

に、多くの場合、データベンダーは、有報を利用している。（開４６・開示①） 
・利用数値は有報が出てきてから固めるという実務になっている。(開１２５・開示

②) 
・ 投資家のニーズはタイムリーな情報収集である。他方で、監査をすることにより、

情報の提供時期は遅くなるが、監査人による確認価値は大きな役割を果たしてい

るのではないか。確認価値として、四半期報告書・有価証券報告書を提出する意

味があるのではないか。（開５８・開示①） 
 

●有報の統一様式の利便性 
・有価証券報告書は様式が決まっているが、様式が統一されていることで、他社と

の比較がしやすいと考えている。（開２４・開示①） 
・ 有価証券報告書は、ボイラープレート型の開示であるが、定型様式であることに

よって、他社比較や過去との比較が可能となるため意義がある。（開３６・開示①） 
 
（２）有報は対話に使いにくい面 

●ＩＲにおける有報に関する質問のなさ 
・（当社では）四半期ごとにセルサイド、バイサイドのアナリストに説明会を行って

おり、その際、有価証券報告書について質問があれば答えることはいくらでも出

来るが、私の経験では、３年で１回だけ質問があったのみ。（開２３・開示①） 
・大口の機関投資家に対しては、事前に IR を行っているが、私の経験では、有報に

関する質問を受けたことは一回もない。有報は、法律で求められているから作成

しているにすぎない。（開７２・開示②） 
 

●投資家への説明は有報ではなく別資料を利用 
・企業と投資家の対話の現場は、決算説明会における投資家への説明であり、法定
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開示資料のエッセンスを抽出し、投資家と対話するための資料（決算説明資料）

を、別途作成しているのが実態である。現行の法定開示資料のデータには投資家

にとって特に関心がないものも多く含まれているのではないか。（開１６・開示①） 
・大株主の機関投資家に対しては、決算発表後速やかに別途資料を作成し説明を行

っているが、投資家が求めているのは、有価証券報告書のように細かな情報では

ない。（開２８・開示①） 
・今の事業はどこに力点を置いていて、今どういう環境であって、競争力はどこに

あるのかという話になると、別途企業が作成しているＩＲ資料でやっと理解が出

来る状況であり、有価証券報告書や短信などでは、全てをディスカッションでき

るような内容にはなっていない。（開３４・開示①） 
・有報は必要である。ただし、成長の対話をする上では、マネジメントに対して、

有報ベースの数字に係る質問をすることはできないのが実情。（開１３３・開示②） 
 
（３）有報情報の総会での活用 

●有報の総会前開示の重要性 
・有価証券報告書の記載内容については、株主総会で活用したい。現状だと間に合

わないケースが多いということは理解しているが、この点については、改めてど

のようにすればそれが可能になるのか、検討を進めてはどうか。（総１５３・総会

②） 
・最も詳細な情報を記載している有価証券報告書は、総会日又は総会日後に発行す

る会社が大多数。諸外国のように、株主が議決権行使の検討期間において有価証

券報告書の情報を利用できることになれば、議決権をより有効に行使できる環境

の実現につながることが期待できるのではないか。（総１７０・総会③） 
・有価証券報告書の内容を一部の会社では招集通知に入れているが、大部分の会社

では総会の後に公表されるため、折角の新鮮な情報が有効活用されていない。そ

のため時期も含めて、開示のタイミングを考えていただきたいと思う。（研３２・

研究会①） 
・事業報告・計算書類では開示されず、有報のみに記載されている情報（事業等の

リスクなどの経営戦略的な記載）については、有報と事業報告・計算書類を統合

し、それを総会前に提示することでカバーされるのではないか。ただし、総会前

とは、実務的には総会の前日も含まれるため、総会の前日に有報が提示されても、

株主側にとっては遅すぎることになる。（開２７２・開示④） 
 

●有報情報の総会での利用や対話・議決権行使における有用性 
・有価証券報告書を利用する目的が、株主総会前に過去の事実を詳しく確認する目

的なのか、これから投資判断をするという、将来志向の意思決定をするために利
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用するのかによっても変わる。前者であれば株主総会前に読み込む必要があり、

後者の場合には、中期ビジョンの記載が必要となる。（開３９・開示①） 
・招集通知の早期発送には限界があるという前提のもと、有報の総会前提出が有効

ではないかと考えている。現行制度では有報の方が計算書類よりも多くの情報を

含んでおり、上場会社を前提とすると、諸外国のように株主が議決権行使の検討

期間において有報の情報を利用できるようになれば、議決権をより有効に行使で

きる環境の実現につながるのではないか。（開１５６・開示③） 
・企業と投資家の対話のツールとして、法定開示書類というのは非常に重要なもの

である。そのようにみると、有報の提出時期を、もう少し前倒しすることを検討

できないか。制度や規則を変える必要はなく、企業側の運用で十分できるのでは

ないか。（開１８７・開示③） 
・有報と会社法については、それ以外の部分（決算短信と会社法）を統合するので

あれば、総会前でも間に合うのではないか。あるいは必要な情報が短信のタイミ

ングで開示されているのであれば、敢えて総会前に出す必要は無いのかもしれな

い。（開２７４・開示④） 
・有報について、今の会計は非常に複雑で、注記を全部見ないと分からない、比較

できないということがあり、総会前に有報を見たいというニーズは分かる。有報

の総会前開示について、事業報告・計算書類をなくし、有報のみの作成でよいと

するのであれば、60 日期限で開示することはできるかもしれないが、現在の作業

的には事業報告・計算書類の作成後、有報に取りかかる形になっているので、こ

れらを統合するというイメージが具体的に読めれば、もう少し検討できると思う。

（開２９４・開示④） 
 

●有報の総会前提出の障害検討の必要性 
・有価証券報告書は、株主総会前に提出することが可能であるが、実際には数パー

セント程度の会社しか提出していない。これは、実務上の問題があるのか、過去

の慣習なのかについて、調査が必要ではないか。（開１２・開示①） 
・分科会の一つの方向性が、株主総会を後倒しにすることで一体化させようという

ことにあるように思うが、その検討の際には、なぜ有報の前倒しというのができ

ないかということを考える必要があると思う。ベストプラクティスをどう作るか、

そのためのインセンティブをどう作るかについても議論することが必要ではない

か。（開２２８・開示③）・今議論したことは、上場している会社、公開会社だか

ら当てはまることかもしれないため、公開会社に関してはそのような整理が可能

なのではないかということで検討していただきたい。（開１７８・開示③） 
・有報では膨大な情報が開示されているため、バイブルであるという機関投資家の

意見もあるが、他方で、株主総会の参考資料としては、大方の個人株主が読みこ
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なせないのではないかという意見もあった。ただ、それぞれの開示資料の内容と

範囲をどうするかについては、誰に対して、どのような目的で、どのようなタイ

ミングで開示するのがベストかについて、きちんと分析して議論するべきである。

したがい、感覚的に有報が too much であるかどうか等々については意見を差し控

えさせてさせていただく。（開２５７・開示④） 
 

●有報の総会前提出に向けた方策 
・ 十分準備して株主総会に臨みたいと考える株主であれば有価証券報告書を見るし、

逆にそれらをほとんど見ないで株主総会に臨む株主もいると認識している。そう

いう意味では、Web 開示の活用や株主総会の開催時期を有価証券報告書の提出よ

りも遅くすることを検討してもよいのではないか。（開４・開示①） 
・この際（金商法と会社法の監査の重複の見直しの際）に、金商法では会社法に記

載されていない追加情報だけを監査すると考えると、日程の早期化も検討課題と

なる。日本では、会社法の監査報告書の取得が 42 日、金商法の監査報告書の取得

に 86 日要し、この間が 44 日もあるということである。追加情報だけのために 44
日もかかるような作業が必要だろうか。追加情報だけに絞れば、日程の大幅短縮

が可能となると思う。（開１７８・開示③） 
・この結果、有報の作成日程が早期化できれば株主総会の開催日を遅らせることな

く、参考資料となる。加えて、投資家とのより充実した対話の促進にもつながる

のではないか。（開１７８・開示③） 
・2 点目≪基準日を例えば 5 月末に設定した場合、抽象的に考えられるベネフィット

の 1 つ≫として、有価証券報告書を株主総会の意思決定に役立てることができる

という点がある。この点、有価証券報告書を株主総会前に利用できるとした場合

に、実際に利用するかどうかというニーズを確認したい。（総１８６・総会③） 
 
（４）有報の総会前開示に関する実務上の論点 

●有報総会前提出の実務上の可能性 
・（当社は）毎年株主総会日に有価証券報告書を提出していたため、株主総会前に有

価証券報告書を提出することは、実務上は可能である。しかし、株主総会の通知

に併せて提出するのは、期末決算に伴う一連の実務が集中している中で、手が回

らないのが現状である。（開１５・開示①） 
・（当社は）少なくとも株主総会の 2 週間ぐらい前には有価証券報告書を作成済であ

り、会計士との間で後発事象の検討等を行っているのみであるため、株主総会前

に有価証券報告書を提出することは実務上可能である。（開１８・開示①） 
・（当社は）株主総会の数日前まで有価証券報告書を作成しているため、株主総会前

に有価証券報告書を提出することも可能であるが、短期間で膨大な情報量の有価
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証券報告書を読み込めるのか。全て読みこなしてきちんと質問しようと思うと、

かなりの時間と精力がかかるのではないか。（開２２・開示①） 
・有価証券報告書を株主総会の議決権行使に利用できるようにすることや、その為

に、基準日や株主総会開催日を遅らせることによるデメリットも考慮する必要が

ある。（総２３８・総会③） 
・  株主総会前に有価証券報告書を提出していないのは、株主総会の準備で精根尽き

果てているため。これに加え、株主総会で有価証券報告書を提出し、有価証券報

告書についても質問を受けることになったらどうなるだろうというのが実感。（開

１４・開示①） 
・株主総会前には提出していないのは、株主総会において、取締役の選解任を行い、

有価証券報告書に新役員を記載するためにすぎない。（開１９・開示①） 
・有報の意義や有用性については、よりきちんと細かな情報を、時間をかけて発表

することが求められているように思う。発行体からすれば、気合を入れて、情報

を早く作成しようという気持ちがなかなか起こらない。（開７１・開示②） 
・株主総会の提出資料として、有報の提出を義務付けること（有報開示の一本化）

は、スケジュール面で実務上困難であり、株主と企業との対話の促進に一律に寄

与するとは考えられないことから、追求すべきではない。同様の理由から、有報

を株主総会前に開示することを推奨することも避けるべきである。有報の開示時

期は、あくまで各社のニーズを踏まえた、自主的な判断に任せるべき、との意見

が多数寄せられた。（開２４９・開示④） 
・IFRS では膨大な注記が求められるが、それらの情報を、総会前に余裕をもって開

示することは実務的にはかなり難しい。経団連で実施したアンケート調査におい

て、「有報を株主総会前に開示することを推奨することを避けるべきである」と記

載されていたのは、その意味ではないか。（開２７３・開示④） 
 
●会社法と金商法の時期の違いの大きさ 
・平成 25 年 3 月期のデータではあるが、東証上場会社全体の 66.5%が 5 月 15 日ま

でに会社法監査報告書を提出しており、多くの企業では、株主総会日後に金商法

監査報告書を提出している。資料 5 によれば、日本企業の有価証券報告書の提出

日は平均で決算日後 87 日、会社法監査報告書日付は平均で決算日後 42.6 日とな

っており、会社法計算書類は約半分の期間で仕上げていることがわかる。（総２・

総会①） 
 

（５）その他 
●有報の提出期限に関する検討 
・金商法における有報の提出期限は、なぜ 90 日とされているのか。かつては決算を
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確定させるため、多くの会社が株主総会において利益処分を確定していたことか

ら、それに合わせるという考え方があったと思う。現在は、株主総会前に有報を

提出できるという立てつけになっているにもかかわらず、なぜ提出期限が変わっ

ていないのか。（開７０・開示②） 
・（提出期限を 90 日とするのではなく、もっと早めるべきであると考えられている

のか、という問いに対して）投資家とのコミュニケーションを活性化するという

目的から考えれば、有報の提出期限を現行の 90 日よりも早めることができるよう

な議論を、もっとまじめに検討してはどうかと思う。（開７４・開示②） 
 
 

５．総会関係書類等の電子化（株主総会にも関連）  

（１）現状 
●招集通知のホームページ掲載企業は 7 割程度 
・招集通知に関連する資料を自社ホームページに掲載している会社は、69%程度あり、

年々増加傾向にある。掲載書類としては、計算書類、連結計算書類等の添付書類も

含めた招集通知が 52%であり、半数以上の招集通知が丸ごと 1 冊掲載されている状

況にある。（総１７７・総会③） 
 

●Web 開示の利用は 3 割弱で内容は注記表 
・Web 開示を行っている会社における開示実施書類の多くは、個別注記表、連結注

記表であり、事業報告や参考書類の内容等については、インターネット開示を行

っていない会社が多い。（総１８０・総会③） 
 
（２）総会書類の電子開示全般 

●議案 Web 開示を促進する必要性 
・株主総会招集通知について、Web 開示を積極的に行うことができる。従来は、株

主に対して招集通知発送前に、Web 開示をすることについて、抵抗感があったと

思われるが、東日本大震災以降、招集通知発送前に Web 開示を行うことができる

状況にある。（総９３・総会②） 
・議決権行使については、適時開示されているものを、どれだけ早く議案として提

出するかがポイント。議案の内容は、ほぼ、適時開示と同内容のため、適時開示

の内容をいかに議案という形で早目出せるか。実際に送付するのは、物理的に難

しいという話もあることから、ウェブの活用等は検討していく必要がある。（総１

４４・総会②） 
・Web 開示については、ありがたく、促進するための施策をお願いしたい。Web 開
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示のみを利用して、原本を利用しないケースも増えている。（総１５１・総会②） 
 

●Web 開示による開示充実の利点 
・≪必要な株主にのみ≫書面提供の権利を前提とし、全部を Web 上で情報開示する

ことにすれば、紙資源の節約のみならず、紙印刷を必須としないことで開示資料

が現在よりも詳細なものになるのではないか。もし、有価証券報告書と株主総会

資料の一体化を検討するならば、株主に提供する資料が非常に大きくなる可能性

があるため、Web 開示を原則とすれば、そうした状況にも対応できる。是非、こ

の研究会の場で、米国の制度を一つのたたき台として、制度の詳細や課題につい

て詰めていただければと思う。（総１９６・総会③） 
・招集通知の内容に制限されず、より対話をしやすくするような情報をもっと Web
で提供できないか。この点、やや不透明なところがあるので、明確化した上で、

企業の取組を促進できないか。（総２０９・総会③） 
・招集通知の Web 開示は、コスト削減につながり、投資家の立場からはコミュニケ

ーションが深まるのではないか。（総２２６・総会③） 
 

●その他 
・ 諸外国では、持参式（無記名株式）が前提であり、株主に対して計算書類を送付

していないケースも多い。株主にとっては、議案・議題・参考書類については直

接紙ベースで早く送付し、財務情報については Web 開示とすることの方が、情報

利用者、株主、議決権行使者にとってメリットがあるのではないか。（開６・開示

①） 
 
（３）招集通知発送前の Web 開示 

●招集通知の早期 Web 開示の有用性 
・株主総会の議案を早く Web 開示することは、現在の状況においても現実的であり、

この方策だけでも、いろいろな効果が期待できるのではないか。（総２４２・総会

③） 
・会社と株主との対話、株主の株主総会における議決権行使のための検討期間確保

の為に株主総会招集通知等を発送前に Web 開示することは有用であり、全般的に

異論は無いものと考えられる。（総２３５・総会③） 
・招集通知の発送前開示は非常に有用。（総２１６・総会③） 
・できるだけ早く議題の情報が公表され、それに対して十分吟味した上で、株主の

有効な意思表示につながることを考えるべき。（研５・研究会①） 
・当社では監査を終えて 5 月の半ばに決算取締役会を開催し、それから印刷に入る

ため、株主総会の 3 週間前に招集通知を送付している。決算取締役会が終了した
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と同時に、Web 開示をすれば、株主総会より１ヶ月以上前に情報を開示できるこ

とになる。（開２９３・開示④） 
・3 週間以上の対話期間を設けている会社（招集通知発送日から株主総会開催日まで

の期間が 3 週間以上）は約 3 割。（総２５３・総会④） 
・当社では、招集通知を株主総会開催日 3 週間前の 6 月上旬に発送しているが、招

集通知の内容については、5 月上旬の決算等発表段階で概ね確定している。決算発

表後、招集通知の印刷・英訳・株主向けの発送準備に 2、3 週間の時間を要してお

り、この部分について短縮可能と考えられる。（総２５４・総会④） 
・現行法において、株主へ株主総会招集通知を発送する前に Web 開示することを規

制するルールはない。金融庁で議論されている、コーポレートガバナンス・コー

ドに関する現在の議論の中でも、株主総会招集通知発送前の Web 開示が推奨され

ている。（総２５５・総会④） 
 

●発送前 Web 開示ガイダンスの必要性 
・投資家にとって分かり易い招集通知を作る必要があるとともに、発送前開示につ

いて、もう少し工夫したらどうかと思うが、他方で、大震災の際の例はあるもの

の、依然、招集通知の発送前に Web で開示することについて、違和感を持つ会社

も多い。発送前開示を行うことが出来ることを、例えば、東証規則等で定めては

どうか。（総１４１・総会②） 
・書面による招集通知発送前の Web 開示を躊躇している会社が多いことから、この

点についても、ガイダンスを示す必要がある。（総２５２・総会③） 
・株主総会資料の早期 Web 開示や実質株主の出席などの実務的な点について、法的

な論点、実務的な対応方法も含め社会に示すことが必要。こうした点については、

株懇において様々法的な点も含めて論点整理をして頂き、社会に示していくこと

が大事なのではないか。（総３３３・総会④） 
 

●任意 Web 開示の法的位置づけ 
・開示書類の整理と、Web の活用が必要と考える。Web 上の書類が法定上のものと

して認められるか否かは、非常に重要となる。（総８８・総会②） 
・株主総会資料の電子提供について、招集通知発送前の Web 開示が一部の会社で行

われているが、これを禁止するルールはないと考えられるので、積極的に進める

ことができるのではないか。（総１９２・総会③） 
・コーポレートガバナンス・コードにおいて、株主総会招集通知発送前に、TDnet
や会社のウェブサイト等で株主総会関連資料を提供することを求められようとし

ている状況にあるが、招集通知発送前の Web 開示が法的に問題無いとしても、株

主総会関連資料を株主よりも前に、株主以外の者に対して情報を提供しても良い
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かという疑問がある。しかし、コーポレートガバナンス・コードが制定されるこ

とにより、発送前開示が促されるのではないか。電子化により、書面による情報

提供に比べて、1 週間から 10 日程度、情報提供が早まるのではないか。（総２９０・

総会④） 
・株主総会資料の早期 Web 開示や実質株主の出席などの実務的な点について、法的

な論点、実務的な対応方法も含め社会に示すことが必要。こうした点については、

株懇において様々法的な点も含めて論点整理をして頂き、社会に示していくこと

が大事なのではないか。（総３３３・総会④） 
・法的な株主総会の招集通知の発送について、今のやり方のままであっても、招集

通知発送前に Web 開示することについて法的に問題ないことから、日本語及び英

語で Web 開示するだけでも、海外投資家にとって有益ではないか。（総２７１・総

会④） 
・投資家の立場からは、電子化を少しでも多くの企業が対応するだけでもかなり有

用かつ助かる。（総２８１・総会④） 
・招集通知を見るという作業は、現在は書面で行っている。それは、電子的に開示

している会社と書面のみの会社が極めてまばらであるためであり、発送前 Web 開

示について明確に問題がない点を明らかにし、かなりの数の企業が発送前開示を

行ってくれれば、それだけで数日対話に割ける時間が増えることにつながる。（総

２８２・総会④） 
 

●その他 
・株主総会の場に出ることよりも、議決権を行使するための時間を確保することに

株主からのニーズがあると考える。このために、可能な限り早急に情報提供する

ための障害は、何かをクリアにする必要がある。（総１３・総会①） 
・当社では、過去 3 回、早期 Web 開示を行ったが、株主からのクレームは１件もな

かった。また、個人株主も機関投資家も、早期 Web 開示されれば、議決権行使が

楽になるという意見があった。（総１４６・総会②） 
・掲載時期としては、招集通知発送日以前が 6%程度であるが、発送日と同日が 69%

であり、工夫次第により、発送日以前の会社がさらに増えるのではないか。（総１

７８・総会③） 
・Web 開示事項については、株主は書面による情報提供を求める権利がないため、

企業側が自粛しており、せいぜい注記表程度しか開示していないということにな

っているのではないか。（総１９５・総会③） 
・日本の会社法では株主に発信する必要があるため、株主には自動的に会社より情

報が送付されることになっているが、例えば、英国のように基準日と株主総会開

催日が近い国では株主は情報を取りに行くものということになっている。Web 開
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示については、株主自身の意識の転換が無いと難しいのではないか。（総２５１・

総会③） 
・電子化について、ウェブを探せば情報があるということではなく、便利に利用で

きるかという点が重要である。例えば、株主総会の参考書類と事業報告が同一の

ファイルとなっているか、財務諸表の注記情報がウェブサイトにあるということ

ではなく、財務諸表と注記情報が同一のファイルで入手できるかが重要。また、

実際にウェブで情報を入手する際、データが重く、ファイルが分かれているケー

スがあり、データの入手が面倒なことがある。（総２８０・総会④） 
 

（４）招集通知の電子化 
●株主が招集通知電子化に同意する誘因 

・電磁的方法による招集通知の発出は 6.7%で、まだ少ない状況。（総１７９・総会③） 
・現在の個別株主の同意ベースの電子提供については、株主に個別の承認をするイ

ンセンティブがあまりないので、おそらく時間をかけても普及しにくいのではな

いか。（総１９４・総会③） 
・招集通知の Web 開示は、コスト削減につながる。個人投資家は電子的に決算短信

や四半期開示等の情報を入手しているという実態もあるようであり、情報伝達ツ

ールとして電子的に適時適切に発信すると、コミュニケーション力が高まるので

はないか。ただし、現状では、各個人株主の同意を得る必要があり、電子化を行

うインセンティブを上げる方法を検討する必要がある。（総２２７・総会③） 
・株主総会資料の電子提供については、最終的には法改正まで行けば可能であるが、

個人株主からは、法改正無しに現状を変えることにはなかなか理解が得られにく

いのではないか。（総２４０・総会③） 
 

●米国を参考とした招集通知電子化の可能性 
・電子化についても、実は日程と関連する問題であると思っている。現状でも電子

化はそれなりに法制面での整備が進んでいるが、全ての書類の電子化には株主の

同意が必要であり、必ずしも思うように進んでいない。この状況を打破するには、

アメリカのように、開示書類は全てインターネット上にアップしておいて、株主

に対してははがき一枚で「このウェブサイトにアクセスして取って下さい」とす

ることが考えられるが、アメリカにおいても、株主が書類による招集通知の提供

を求めた場合、会社はそれに応じなければならない制度になっており、こうした

対応が最低限必要。そうなると、株主が紙での情報提供を望んだ際に企業が対応

できるだけの期間を置くことが必要となり、アメリカではこうした観点から招集

通知を総会開催日の 40 日前に送付しているが、日本でもこうした電子化を図ろう

とすると、必然的に招集通知と総会開催日までの日数をある程度確保しなければ
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ならなくなるはず。このように、書類の統一と日程と電子化は、かなりの部分、

三位一体で検討しなければならないと思う。（総５５・総会①） 
・制度改正の検討に値すると考えられる電子化に係る案として、招集通知には、総

会の日時・場所等の記載の他、ウェブサイトのアクセス方法等のみを記載し、株

主総会資料を全てウェブサイトに掲載することが考えられる。ただし、ウェブサ

イトにアクセスできない株主も存在することから、希望する株主に対して、書面

により資料を提供する制度が考えられる。基本的には、事務局資料にある、米国

の委任状勧誘規制で定められている制度と基本的に同一。（総１９３・総会③） 
・1995 年に米国では、委任状説明書等を電子的に公布することが可能となった。た

だし、個々の株主の事前の同意が必要であり、使用する企業は限定的であった。

日本においても、平成 13 年の商法改正により、株主の事前同意を前提として、電

子的に株主総会関連資料を公布することが可能となっているが、同様に、事前同

意が必要であるため、利用が拡大していない。（総２５７・総会④） 
・2007 年に米国では SEC 規則が改正され、個々の株主の事前同意は不要となった。

この結果、議決権行使処理サービスを提供する Broadridge 社の情報によると、現

在（2014 年）では、6 割程度の会社が電子的に株主総会関連資料を提供するよう

になり、通知のみ書面で提供し、その他の資料はウェブサイトで提供する方法を

選択する会社も 30 程度となった。（総２５８・総会④） 
・現行の書面ベースを前提とした実務をやっている限りにおいては、これ以上の効

率化は難しい。取締役会で議案が決定された後、招集通知の印刷発送ということ

になるが、議案が決まった時点で、Web 開示を行えば、議案が投資家の目に触れ

るタイミングは非常に早くなるので、投資家の検討時間を現状より長く確保する

ことができるようになる。米国の例のように、株主総会の何十日前から電子的に

開示することで検討時間が長くなる。（総２６７・総会④） 
 

●デジタル・デバイド問題の現実性 
・政府は電子化対応を行ってきたが、依然、紙媒体で会社から株主に招集通知等を

送付するというデジタル・デバイドの問題に関しては手をつけていない。株主か

ら情報にアクセスするというデジタル化の中に日本の株主総会がまだ乗り切れて

いない。（研５１・研究会①） 
・総務省のデータでインターネットは平成 25 年末で 1 億人以上の利用状況になって

おり、80%を超える人口普及率になっているという結果が出ている。その中で、例

えば、60 歳以上で 70%が利用している。インターネット取引口座についても、全

利用者の 40%以上は 60 歳代以上が使用しており、60 代の 23%、70 代の 18%が使

用している。紙媒体での提供を求める株主について手当はしないといけないが、

少なくともデジタル・デバイドの問題については、高齢の方にもかなりインター



48 
 

ネットが普及してきているのが実態であり、こうした状況等も含めて、様々議論

すべき。（総１３９・総会②） 
・ 商法・会社法においては、かつてデジタル・デバイドの問題を懸念していたが、

それは 10 年以上前の話であり、状況は変化している。（開５・開示①） 
・総務省の調査によると、インターネット利用者は 1 億人を突破している。年齢的

にも、50 代のインターネット利用率は 9 割以上であり、60 代でも 7 割以上となっ

ている。70 歳以上でも、平成 13 年に比べると利用者は拡大している。また、日本

証券業協会のデータによると、インターネット株式取引口座数は増加しており、

年代別にも 60 代以上で 4 割以上を占めている状況にあり、一層の拡大が想定され

ることから、電子的提供による不利益は生じにくくなっているのではないか。（総

２５９・総会④） 
・電子化する際に法的に何か問題になることがあるか考えていたが、一番問題にな

るのはデジタル・デバイドで、おそらく個人投資家が焦点になると思われる。（総

２７４・総会④） 
・個人株主については、デジタル・デバイドの問題はあるが、機関投資家にはそう

した問題はないので、機関投資家だけでもネットでみることができないか。（総６

４・総会①） 
・個人投資家に総会に関してふんだんに情報を提供しなければならないとの発想は

昭和 56 年の商法改正時に出てきて、当時は、十分に株主に対して情報提供し、株

主総会に参加できるようにしようという発想だったと思われる。当時は、書面の

他に情報提供の方法が無く、また、かなり情報から遮断されている状況にあった。

（総２７５・総会④） 
・現在は、企業から情報を出すことが当然の前提となっており、あとは情報提供の

方法だけの問題とも考えられ、個人株主は必要であれば情報をウェブ等に取りに

いけば良いという考え方もあってよいのではないか。30 年前までであれば情報が

ほしくても出てこなかったが、今では少なくともウェブを見れば出てくる形とな

っている。会社が情報を全て出して、投資家の手元にまで紙媒体で全て送付しな

ければならないというのは 30 年前・40 年前の書面だけを前提とした考え方である。

電子化を議論する場合に書面と同じでなければならないという点については、す

こし考え方を変えることができるのではないか。そういう意味で、電子化は法的

には乗り越えられる問題なのではないか。（総２７６・総会④） 
 

●招集通知電子化による早期の情報提供 
・議案の招集通知の発送前開示は進んでいない。招集通知の発送の電子化により、

情報提供を早めることができるのではないか。（総１４・総会①） 
・企業側の実務としては、5 月の連休明けまで開示情報作成を行い、決算発表段階で、
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招集通知の内容について開示することができる状況にある。ただし、現実的には

印刷の問題があるが、株主総会の 6 週間前までに、招集通知の内容は確定してい

る。この点から、電子化することで、6 週間前に情報を開示することができる。（総

１７・総会①） 
・日本では招集通知の発送時期が最も早く、また、招集通知の発送から株主総会の

開催日は突出して短く、結果として、議案の検討期間が最も短い。招集通知を早

めるか、株主総会の開催日を諸外国並みに遅らせれば、株主総会までに議案の十

分な検討期間を確保することができる。しかし、招集通知の発送を早めるとする

と、招集通知に含まれる情報の作成や確認、監査に要する適正な期間を確保する

ことが実務上困難となる。したがって招集通知の早期発送を考える場合は、監査

報告書入手後の期間を短縮する招集通知の電子化等の方法を検討すべき。（総１６

８・総会③）・会社の手続きにおいて招集通知の送付よりもかなり早い段階で監査

報告書を入手している。招集通知の送付までの時間短縮の 1 つの解として、会社

法の開示に関しても、電子化をもう少し検討すべきと考える。（開２６２・開示④） 
・実際、当社では、事業報告書を作成してから、40 万人の株主宛に、招集通知を印

刷し、袋詰めし、宛名をチェックし送付するまで、16 日かかっている。弊社の場

合は 6 月上旬に発送しているが、その 16 日前には全部完成している。電子化を制

度化して開示すれば、早期開示になるとともに、その後の印刷、発送手続きに余

裕ができる。その余裕を活用して有報の早期作成と株主総会前の開示を検討した

らどうか。（開２６３・開示④） 
・株主総会関連書類の電子化について、推進してはどうか。株主に対して、書面で

は株主総会の日時・場所等、総会関連書類の掲載されたウェブサイトへのアクセ

ス方法、書面での書類提供方法を記載したもの及び議決権行使書面を通知し、株

主総会関連書類については、原則、ウェブサイトで確認できるようにしてはどう

か。電子化に必要なインフラについては、整備済と考えられ、米国等では導入が

進展している。高齢者のインターネット利用も増加している。東証上場会社情報

サービスで多数の上場会社の情報を網羅的に検索可能であり、招集通知だけでは

なく、コーポレートガバナンスに関するコーポレートガバナンス報告書、適時開

示情報等も閲覧可能となっている。（総２５６・総会④） 
・≪機関投資家グループからのレター≫③デジタル・ソリューション、すなわち株

主総会資料の電子化について、日本語及び英語で電子的に入手できる環境を整備

できるようにすることを歓迎する。また、内容について取締役会で承認された後、

速やかに公表してほしい。（総３０５・総会④） 
 

●電子化によるコスト削減等 
・≪「あるべき開示制度の方向性」について経団連が実施したアンケートでは、≫
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投資家への適時の情報開示、企業のコスト負担の観点から、会社法では、電子開

示の更なる拡充を検討すべき。（開２５０・開示④） 
・電子的提供が実現した場合、環境保護の観点、企業のコスト削減・生産性の向上、

IT 利用の拡大等、産業の活性化にも影響をもたらすのではないか。（総２６０・総

会④） 
●Web 開示によるみなし提供の拡大 
・会社法改正に伴う法務省令改正案において、今回の会社法改正とは直接関係ない

が、Web 開示によるみなし提供の対象となる事項を拡大するという改正を行うこ

ととしており、現在、パブリック・コメントの手続を実施中である。今回の改正

案は、株主総会において口頭でも説明するような事項は、株主にとっても関心が

高いであろうことから、書面提供を原則とする点は継続しつつ、口頭では説明し

ないような事項については Web 開示でみなし提供を可能とするという方向性に基

づき、作成されている。（総２９１・総会④） 
・早期開示と直接関係するわけではないが、現在の実務において Web 開示が行われ

ているのは、注記表の範囲に留まっており、連結注記表以外の連結計算書類など、

Web開示が可能であるにもかかわらずWeb開示が行われていない事項も多いもの

と認識している。Web 開示によるみなし提供は、その対象となる範囲の事項につ

いて、Web に掲載すれば書面を交付する必要はないという効果が認められるもの

であるが、もとよりその範囲外のものであっても Web に掲載すること自体を妨げ

るものではなく、投資家サイドからも 1 つのファイルで一括して見ることが出来

る方が便宜であるというご意見も聞いているところである。こうした状況を踏ま

え、今回の法務省令の改正案では、確認的に、Web 開示によるみなし提供の対象

以外の事項であっても、Web に掲載することができるという規定を置くこととし

ている。（総２９２・総会④） 
・投資家の方のご意見を聞いたところによると、書面の方が便利だというご意見も

少なからずあった。また、デジタル・デバイドの問題について、どこまで解消し

ているか、解消していないのかという点については、中々議論がつきないところ

ではあろうかと思う。もっとも、会社法の建前は、株主の議決権行使等のために

参考となる情報を株主に提供するということである。どのような方法でその提供

を行うかという点について、Web に取りにいくという形で株主に一手間かけても

らう方向でいくのか、ある程度の情報は黙っていても送られてくる形が良いのか、

この辺りをどう判断していくのかということだろう。ある程度は割り切りの問題

もあろうかと思うが、現状、広く個人投資家を増やそうという中で、どう踏み切

るのかという点は、難しい問題もあるのでないか、と思われる。（総２９３・総会

④） 
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●その他 
・株主総会の望ましいあり方について検討するに際しては、どうしても紙ベースの

実務が大きな制約となってしまう。こうした点についても、聖域無く、また、な

るべく漏れがない形で議論していきたい。（研５４・研究会①） 
・議決権行使をしやすくするための環境整備が重要であり、招集通知の早期発送、

電子投票等、株主にメリットがある制度を導入すべき。（総３９・総会①） 
 
（５）その他開示書類の電子化 
●任意開示の電子化 

・電子開示については、ホームページで参照リンクを貼るなど、企業の裁量に任せ

ることができると考えている。これは、法定開示とは関係がない任意開示として

の電子開示の話であるため、すべての企業はこのように開示すべきだ、という議

論というよりも、各企業が独自に考えて、例えば、アニュアルレポートと有報を

合体させるとか、相互参照させるといったような思い切った開示をどんどん行う

ようにしたら良いのではないか。（開２８９・開示④） 
・決算説明会資料は年々非常に充実しており、かつては説明会に出席しなければ決

算説明会資料を入手できなかったが、最近ではほとんどウェブで開示されている。

ただし、すべての会社が Web 開示をしているわけではないため、Web 開示を奨励

してはどうか。（開２３９・開示④） 
・投資家は、決算説明会における質疑応答に非常に興味をもっているが、質疑応答

内容が Web 開示されている例は、残念ながらそれほど多くはない。その場合、証

券会社のアナリストが決算説明会に出席し、録音や速記録等を投資家に配ってい

るが、本来であれば、会社側が質疑応答内容をウェブ上にアップをすることが公

平な開示ではないか。（開２４０・開示④） 
・法定開示書類だけではなく、Web 開示やアニュアルレポート等も含めて、ＩＲの

方々が時間をかけることができれば、よりよい対話になるのではないかと感じて

いる。（開２８４・開示④） 
 
（６）電子化も利用した議決権行使の効率化 

●電子行使の普及・利用実態 
・海外投資家が多い企業は、東証議決権電子行使プラットフォームを利用している

企業が多いのではないか。この場合、株主総会招集通知発送段階で、東証議決権

電子行使プラットフォームに株主総会関連資料が掲載されることとなる。東証議

決権電子行使プラットフォームの利用実態を調査して欲しい。（総２６９・総会④） 
・電子投票については、一部上場では 30％程度利用しているが、二部上場会社では
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5％に満たない。会社によって状況は異なるという事実を十分に認識すべき。（総

４０・総会①） 
・日本では、ICJ 等のシステム自体はあるが、電子行使プラットフォームが完全に実

現しておらず、実際にこれを経由するような流れになっていない。この結果、株

主総会の 5 営業日前までに議決権行使内容について判断しなければならず、判断

までの時間について課題がある。（総２４６・総会③）・東証議決権電子行使プラ

ットフォームを使用している発行体と使用してない発行体があり、投資家からす

ると、全ての発行体が使用しているのであれば、利用しやすいが、現在のように、

使用していない発行体もある状況においては、利用しづらいという声があり、現

実的ではない可能性がある。（総２７９・総会④）・議決権行使について、カスト

ディアンを経由する場合、株主総会の 8 日前までに、議決権行使内容を伝達する

必要があるが、それを解決するのが東証議決権電子行使プラットフォームであり、

役に立っている。しかし、当システムに登録している企業は、全体で 460 社にと

どまっているという情報があり、上場企業 3 千数百社に比べて少ない。（総３１３・

総会④） 
 

●電子行使に対するニーズ 
・東証議決権電子行使プラットフォームの利用発行体は 470 社程度。利用料金は、

上場会社（利用発行体）が支払うこととなっていることから、上場会社（利用発

行体）自身がメリットを感じないと利用されにくい。（総２７２・総会④） 
・上場会社のニーズとしては、機関投資家から議決権行使された場合に、行使内容

を早く知ることができ、反対票が多い場合に総会前に投資家にアクションを行い、

賛成に変えるよう働きかけすることもできることが挙げられる。このニーズが高

い会社と低い会社があり、会社の株主構成（大株主、親会社の有無）等により、

利用の必要性が異なると考えられる。（総２７３・総会④） 
 

● 電子行使の利便性と効率化 
・日本の全体的な株主構成をみると、筆頭株主の約 30%が外国法人という実情もあ

ることから、海外と比較して、同じ制度にしなくとも、違和感がなく議決権行使

できるような制度にすべき。（総４１・総会①） 
・≪招集通知の発送前 Web 開示は非常に有用と考えるが、電子化に係る≫かつての

例として、電磁的プラットフォームである ICJ は一部の上場企業が採用している

が、それだけでは実務の標準にするのが難しいという現実がある。発送前開示も

含めて、多くの企業が導入すると、実務の効率化も加速度的に進むと考えられる。

（総２１７・総会③） 
・結果として、議決権が行使されなければ意味がない。個人投資家の場合、かなり
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多くが議決権行使を行っていないと考えられる。これは、書面による議決権行使

が面倒なためではないか。多くの企業が東証議決権電子行使プラットフォームを

利用するなど、議決権行使のオンライン化を推進すべきだ。そうすることで、議

決権行使比率がかなり上昇することが想定される。最後のアクションの部分が便

利な方が良いと思われるので、全ての企業に東証議決権電子行使プラットフォー

ムを導入することも、中長期的課題として考えても良いのではないか。（総２８

３・総会④） 
 
 

６．決算発表・短信について    

（１）開示の性質 
●適時開示と法定開示の性質の違い 
・短信は即時性が高く、時期的にも早いため、短信については≪計算書類・有報と

は≫少し別の議論になるのではないか。計算書類と有報をどうするかは、古くて

新しい議論。（開１０２・開示②） 
・決算短信は、法定の開示書類とは異なり、適時開示の観点から、その目的も、本

来必要とされる内容の詳細度についても、おのずから異なってくるはず。（研４

４・研究会①） 
・四半期等の決算短信は、結構間違えが多いように思う。短信であればちょっと訂

正すれば足りるが、法定書類になるとそうもいかない。こうした点も含め、四半

期決算短信と四半期報告書では、法的な裏付けが異なるため、記載内容が一緒で

あるから統合すればよいという議論ではないのではないか。（開９７・開示②） 
・短信における誤りは、軽微な誤りであり、多くのケースは、株価インパクトがあ

るような間違えではないように思う。（開１２４・開示②） 
 

（２）現状 
●短信を提出するタイミング 
・ 決算短信・四半期決算短信は、基本的には「会社がまとまったところで出してい

ただく」というスタンスである。（開７５・開示②） 
・  決算短信は、有報があることを前提に作られた制度である（最初は慣習であった）。

有報が提出されるのは 90 日後であるが、もっと早い段階で分かっているのであれ

ば、一旦短信を出し、その情報をもとに、株主回りをするのが、決算短信の契機

となっていると理解している。現状では、短信をいたずらに早くというよりは、

実務負担を考慮し、会社がまとまった段階で出すこととされている。（開７６・開

示②） 
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・年度決算発表は平均 37 日に行われ、年度の会社法監査報告書の取得は平均 42.5
日にされており、日数差は 5.5 日である。当社を含め、決算発表の前には会社法の

監査報告書を取得している会社が多数あることから、年度決算発表は会社法監査

報告書で信頼性を担保したらどうか。（開２６１・開示④） 
・日本の企業の決算発表のタイミングが欧米に比べて劣っていないのかどうかとい

う点では、1 ページ目の左下のグラフ≪第 3 回企業情報開示検討分科会・三瓶員提

出資料「各国主要株価指数構成企業の決算発表タイミング」≫の通り、全体を見

れば欧州の企業よりは早いというのが分かる。一方で、決算が終わってからスタ

ートダッシュで出されるのはアメリカで、タイミングが早い。ただ、あるところ

まで来ると日本は一斉に発表があるので追い付いてくることが、ここで見える。

（開１９９・開示③） 
 

●短信の開示実態に企業間で差 
・ 東証における決算短信・四半期決算短信・業績予想については、現在は、各社の

判断で必要な情報を開示するというのが基本的なスキームになっており、例えば

四半期決算短信において、サマリーと BS、PL しか開示していない会社もある。

上場企業の中でもかなり開示内容に差があるという点を認識し、制度の枠組みや

目的も踏まえた上で、議論した方がよいのではないか。（開６１・開示①） 
・（席上配布資料「四半期決算短信の記載内容」に基づき説明）実際の開示事例につ

いても紹介したい。A 社～D 社（A 社・B 社は時価総額が 1 兆円を超える会社で

あり、C 社・D 社は 200 億円未満の会社である。）の４社の事例を比較すると、先

ほどのフランスの事例と同様に、大きな差が見られる。（開１７０・開示③） 
・A 社の場合、四半期決算短信の必須記載事項であるサマリー情報、B/S、P/L のほ

か、経営成績・財政状態について詳細な説明があり、四半期決算短信の後ろに 4
ページの補足説明資料が添付されている。これだけでも非常に充実した内容であ

るが、それに加えて四半期決算説明会資料として約 30 ページの資料を作成し、適

時開示を行った上で、自社の HP にも掲載している。これだけ作っていると、四

半期報告書では追加的に記載する内容が無いかもしれない。（開１７０・開示③） 
・B 社の場合は、四半期決算短信の必須記載事項であるサマリー情報、B/S、P/L を

記載し、2 ページの補足説明資料を載せているが、特に文章での説明はない。また、

別途 15 ページほどの四半期決算説明会資料を作成し、自社の HP に掲載している。

四半期決算短信はシンプルにしておき、投資者とは説明会資料でメインのコミュ

ニケーションをとろうという考えのように感じられる。（開１７０・開示③） 
・C 社は、必須記載事項であるサマリー情報、B/S、P/L に加えて、一定の文章によ

る説明がなされており、全体で 10 ページ程度の四半期決算短信である。（開１７

０・開示③） 
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・D 社は、必須記載事項であるサマリー情報、B/S、P/L のみを開示している。（開

１７０・開示③） 
・四半期決算短信でかなりの量の開示事項が義務づけられていると考えている方も

いるかもしれないが、実際は必須の開示事項は限定されており、上場会社の開示

実態を見てもかなり情報量に差があることが分かる。（開１７０・開示③） 
・これほど実態に差があると、どこを指して四半期報告書との重複感と呼べばいい

のかという点に疑問がある。B/S、P/L、四半期決算短信を開示するタイミングで

出すのが難しいということなのか、それとも、投資家との対話の中でいろいろな

要請があり、四半期決算短信において色々な情報を出されようと会社が努力され

ている中で、情報量が増える一方で減らず、そういうところで四半期報告書との

重複感が出てしまっているということなのか。出席されている委員の方々の会社

の開示は充実していると思うが、それがすべての上場会社に当然に当てはまるも

のとして議論すると、上場会社が 3,400 社ある中、議論がずれてくる可能性があ

る。（開１７１・開示③） 
 

（３）適時開示として短信のあり方 
●即時性の短信は監査不要で簡潔なものとすべき 
・短信が即時性というのであれば、もっとシンプルでもよいのではないか。（開４２・

開示①） 
・短信は速報であるため、もう少しシンプルにできないか。東証の要請は限られて

おり、基本財務諸表とセグメントを開示することとされているが、作成者側が短

信で間違えないようにするためには、監査人側としてもそれなりに対応が必要と

なる。そこまでの対応が必要かについては、もう一度議論してもよいのではない

か。（開１１６・開示②） 
・「情報開示の適時性」に関して、決算短信は早期開示が必要であるが、最終報告と

しての計算書類や有報は監査による信頼性の担保を前提とした作成期間が必要と

考えている。（開１４６・開示③） 
・短信は適時開示である一方、四半期報告書あるいは有報は法定開示であり、そも

そも建付けが違う。ただ短信については、東証がフルセットで開示することを求

めていないにもかかわらず、多くの会社がフルセットで開示しているのが実情で、

それが負担感につながっているのではないか。極端に言えば、1 ページ目のサマリ

ーだけを義務化するのでもいいかもしれない。（開１８５・開示③） 
・≪開示の方向性についての≫二つ目のポイントとして、開示内容の簡素化に関し

て、短信に記載される「会社予想」は任意とし、また連結財務諸表は必須。セグ

メント情報はどの投資家も必要とすると思われるが、その情報に意味がある場合

には、必須とし、その他は任意とすれば、かなり開示が簡素化されるのではない
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か。（開２３７・開示④） 
・年度の決算短信の内容については、（期末の）短信部分は必須とし、添付書類等は

個々の上場会社の判断に委ねることでよいのではないか。（開２６７・開示④） 
・短信について、開示内容を簡素化することにも同意したい。短信に記載されてい

る会社予想を出すか出さないかは、実務負担の軽減の観点からはあまり変わらな

いが、任意性が認められれば、自由度が増す。（開２７７・開示④） 
 

●早期化と信頼性のバランス 
・かつては短信の提出時期が通常より遅くなったことがあり、その際には、東証側

では、早く提出するよう要請していた時期もあった。（開７７・開示②） 
・決算短信を出来るだけ早く出すよう求める声がある中で、監査にさらに時間をか

けるメリットがどれほど世間から理解されるのか。（総２３７・総会③） 
・決算情報であることを考慮すると、情報の適時性と信頼性については、どちらか

一方では片手落ちで双方を成立させる必要があり、相対立する概念ではないと考

えている。双方を同時に成立させるべく、皆様で知恵を出して、開示資料をどう

するか考えるべき。（開２５８・開示④） 
・私は、速報と確報については、情報をどれだけ幅広く深く開示するのか、それと

も本当に必要な情報だけを速報という形で出すのかという、内容と範囲で決める

べきであると考えている。（開３１２・開示④） 
・決算の情報であるので、適時性と信頼性は両方を担保する必要がある。年度につ

いては、会社法の監査報告書取得は、決算発表から５．５日遅れた４２日である

ため、私は会社法の監査報告書取得をもって、決算発表の信頼性を担保するべき

であると考えている。信頼性ある情報を開示するためには、監査手続きレビュー

は必要であり、かつ適時性をもって開示するべきである。（開３１３・開示④） 
・東証の開示ガイドラインについて、ユーザーから見れば、もっと金商法なり金融

庁との整合性を図ってほしいという気持ちが非常に強い。開示ガイドラインでは、

決算発表の早期化を全面に打ち出しているものの、会計士と十分な調整を図るこ

とを求めており、そうだとするとそれは速報ではなく、決算の内容を早く開示す

ることを求めている。（開６８・開示②） 
・ 東証の「決算発表の早期化の要請」という文書では、早期化は義務であるが、「公

認会計士または監査法人との緊密な連携の確保にお努めいただくようお願いする」

という、会社から言えば非常に重たい言葉が書いてある。監査が必要とは記載し

ていないものの、実質、監査と同様の重みと考えている。（開１７５・開示③） 
 
●適時開示を企業が自ら考える重要性 

・法定ではない適時開示については、基本的には会社が開示の内容を企業自身で考
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えることこそが、投資家との対話の大きな糸口になると考えている。（開１８４・

開示③） 
・決算短信という名のもとのボイラープレート的な開示を見直す時期に来ているの

かもしれない。米国やヨーロッパでは、決算発表日にプレスリリースとして、3 枚

から 5 枚程度で（1 枚の会社もある）企業情報が開示されるが、記載内容は、会社

によって異なっている。発行体が考えて適時開示するという時代が来ているので

はないか。（開９８・開示②）・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。この意識の差がどうして生じているのかについては、検討が必要ではないか。

（開１０３・開示②） 
・（東証より提示された資料≪第 3 回企業情報開示検討分科会・安井委員提出資料≫

に記載されていたABCD社≪A社・B社は時価総額が 1兆円を超える会社であり、

C 社・D 社は 200 億円未満の会社で、A＞D で開示量に差≫の開示について）日本

IR 協議会の会員企業の中でもこうしたパターンがあるように思っている。開示が

充実している AB 社のパターンについては、私の印象では、情報量を減らしつつあ

るのではないかと思う。例えば医薬の会社では、「決算長信」と評されるぐらい記

載していた会社が、開示内容を整理しつつある。（開２１１・開示③）・短信の自

由化・多様化が進んでいることも視野に入れて、必要最小限の情報と、企業が自

発的に加えるもの、それから、整理や削減してもいいものということで段階的に

判断をしていけば、こういったパターンも少し変わっていくのではないかと思う。

（開２１２・開示③） 
・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、小規模・少人数の会社では、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

ないという面があると思う。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。（開２６８・開示④） 
 

●中小企業等の開示に対する一定のフォーマットへのニーズ 
・対話の促進を図る上で、そもそも開示が充実していない会社については、短信や

有報に頼らざるを得ず、簡素化を導入することは懸念がある。（開５６・開示①） 
・フランスにおける A・B・C という会社≪仏国の規制市場（Euronext Paris）にお

ける企業区分で、A：10 億ユーロ以上、B：150 百万～10 億ユーロ、C：150 百万

ユーロ未満≫について、日本でも実質的にそのような会社があった場合、C という

会社がそのまま C でいってしまう懸念がないのか。かつて日本の会社でも、上場

するまでに 30 年ぐらいあり、実際には創業者がその利益をとって、その後全く発
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展がないような会社、いわゆるリビング・デッドというような会社については、

持続ある成長というところからは違う会社は放っておかれるということが起こる

のではないかという懸念がある。（開１８１・開示③） 
・開示量が少ない CD 社のパターン≪第 3 回企業情報開示検討分科会・安井委員提

出資料に記載されている企業例 A~D 社で、A 社・B 社は時価総額が 1 兆円を超え

る会社であり、C 社・D 社は 200 億円未満の会社。A＞D で開示量に差≫について

は、対話を拒んでいるという意見があったが、中・小型株企業の中には、拒んで

いるわけではないが、会社に色々な意見があるのでなかなか情報を出せないとい

うケースもある。対話をしたくないというわけでもないが、社外に数字を出す場

合は、一定のフォーマットがあった方が逆に出しやすいという会社もあると感じ

ている。（開２１３・開示③） 
・アナリスト・機関投資家がカバーしている会社はよいが、個人投資家が多く、海

外投資家が投資対象としていないような会社については、東証にアドバイスをし

ていただき、業績予想開示を促していただくことが必要かもしれない。運用面で

対応を考えられないか。（開２９１・開示④） 
 

（４）日本と海外の決算発表の違い 
●海外の決算発表は自由度高い 

・ヨーロッパでは、プレスリリースは、会社間で非常に差があるというのが一般的

な状況である思われるので、提示していただいた事例≪仏国における DANON と

LANSON-BCC のプレスリリース例≫は両極端に近いのではないかと思う。（開１

６６・開示③） 
・日本の短信とは異なり、ご紹介いただいたフランスの開示事例では会社のロゴが

入っているなど、フォーマットも違うことが確認できた。また、開示事例のうち、

一社については売上高しか開示していないなど、開示の範囲や水準も企業の自由

にまかされていることが大きなポイントであると思う。この各社のバラツキが意

味するところこそ、企業と投資家との対話だと思う。（開１８２・開示③） 
 

●米国、仏国におけるプレスリリースと対話の実務検証の必要性 
・アメリカでは、決算発表日にシンプルなプレスリリースをしているとのことであ

るが、その後の投資家との対話をどのように行っているのか。細かいデータは出

ていない、数字の監査も終わっていないとなると、対話に際して実際にはどのよ

うなことをしているのか、何とか調べられないかと思う。（開１１７・開示②） 
・他の国では、アニュアルレポートにすべて情報が入っているとのことであるが、

米国のプレスリリースとの関係では、投資家との対話はどこでどのように行って

いるのか。総会前に有報を提出している事例が参考にならないか。（開１１９・開
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示②） 
・このように≪仏国における事例をみると≫、規定上は強制されていないが、企業

は年次報告書を作成する前に年次の業績を発表している。それ以外のスケジュー

ルについては、区分 A・B≪仏国の規制市場（Euronext Paris）における企業区分

で、A：10 億ユーロ以上、B：150 百万～10 億ユーロ、C：150 百万ユーロ未満≫

の企業も見たが、それほど大きな差はないと考えている。（開１６５・開示③） 

 
 

７．業績予想    

（１）業績予想の検討の論点 
●業績予想開示は実務上窮屈 
・業績予想は、投資家が最も注目する情報であるが、規則や法律で縛ることはほと

んど不可能ではないか。運用上どうしたらよいか検討すべき。（開２９・開示①） 
・業績予想については、作成者にとって窮屈な情報となっているが、これについて

は、法や上場規則のようなもので縛っていくことがいいのか議論があるのでない

か。（開４８・開示①） 
 

●業績予想廃止を検討すべき 
・どちらかというと業績予想はなくなった方がよいと思う。業績予想を開示するが

ゆえに、会社が予想を外すと、アナリスト側が会社に対して文句をいう。これは

海外ではありえない状況である。それはアナリストの実力がないことを示してい

るのと同じである。（開１４０・開示②） 
・業績予想がなくなれば、マーケットのボラディリティは高くなるかもしれない。

米国では、会社予想を出していないが、CFO がマーケットをよく見ているため、

マーケットのボラティリティを健全なところに下げていく作用がある。海外では

なぜうまく運用されているのか、別の背景を理解しておかなければならないと思

う。（開１４１・開示②） 
・≪「あるべき開示制度の方向性」について経団連が実施したアンケートでは≫業

績予想については、2011 年の東証での検討で、業績予想の開示が自由化されたが、

ほとんどの企業はそれまでと同様のフォーマットでの開示を続けているため、廃

止を含めて検討されたいという意見があった。（開２５３・開示④） 
 

●業績予想廃止慎重に 
・現行の業績予想の開示は、個人的にはなくてもよいと考えているが、個人投資家

を含めた様々な投資家を考慮すると、業績予想を出さざるをえないのではないか。
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大企業なのか中小企業なのか、企業規模などで分けてもいいとは思うが、一律に

廃止することは難しいのではないか。（開１３５・開示②） 
・業績予想について、原理原則というか、あるべき姿、実力を高めていくべきと思

う。 実際の運用という点で考えた場合、アクティブ・マネージャー、個々にピッ

クアップをするマネージャーに関してはそれでよいが、運用業界ではクオンツ・

マネジャーがいる。クオンツ・マネジャーは、業績予想を成長性というファクタ

ーで取り込んでいるケースが多い。その場合、データベースから情報をすべて持

ってきて、分析を行うが、時価総額の大きい会社についてはアナリストも平均を

出しているので、投資対象になるが、一定以下の小さな会社は、投資対象とした

らユニバースから落ちてしまうことも考えられるため、そこについては慎重に検

討した方がよいのはないか。（開１４３・開示②） 
・アナリストのカバーがないような会社においては、業績予想の開示は、一般の投

資家に対して一定の役割を果たしてきたとも考えている。（開４９・開示①） 
 

●その他・業績予想については、個人投資家を含めて開示の仕方を検討するべきで

ある。（開３１１・開示④） 
・業績予想について、２０１１年に東日本大震災があって、業績予想が不可能とな

った会社も多々あったため、２０１２年３月に「業績予想開示に関する実務上の

取り扱いについて」というものが提示されている。これによると、引き続き業績

予想開示は奨励されてはいるが、その開示形式については、決算短信等における

「時期の業績予想」の形式に限定されるものではないとされている。すでに業績

予想開示はある意味で自由化されているわけであるが、日本企業の場合、開示し

なくてもよいとされている場合を除いて記載していることが多いなど、皆と一緒

という護送船団的な気持ちが残っていることが問題ではないか。任意開示の場合、

開示をするか否かは企業の判断に委ねるべきである。もちろんその判断を下した

理由についての説明は必要であるし、開示しない場合にはリスクが会社側に生じ

るという点も留意する必要もある。（開２９０・開示④） 
 

 

８．四半期開示について 

（１）現状と評価 
●四半期短信と報告書のズレは 1 週間と同日 
・30 日程度で四半期決算短信を出し、45 日で四半期報告書を提出するパターンが社

数的に最も多いが、次に多いのは、45 日目に四半期短信と四半期報告書を同時に

出すパターンである。会社によって、扱いを変えているのが現状である。（開７９・
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開示②） 
・（第 3 回企業情報開示検討分科会・安井委員提出資料「四半期決算短信と四半期報

告書の開示日比較」に基づき）四半期決算短信はだいたい 30・31 日あたりに多く

の会社の開示が集中しており、次に、曜日の関係もあるが、38・39 日あたりに集

中している。四半期報告書は、39 日にかなり集中しており、その後は 45 日に向け

て順次出ていく。四半期決算短信と四半期報告書の開示には、平均すると 6 日位

のずれがある。（開１６７・開示③） 
・四半期報告書と四半期決算短信を同日に提出している会社は 353 社であり、かな

り多いことが分かる。次に 1～2日のずれをもって提出している会社は 409社あり、

合計すると 700社位が 1～2日しかずれずに四半期報告書を提出していることにな

る。（開１６８・開示③） 
・四半期決算短信と四半期報告書の開示日数差の平均の 6 日を境に分けてみると、

かなり早いタイミングで提出している会社と、間を空けて出している会社がある。

非常に極端な例ではあるが、四半期決算日の翌日に四半期決算短信を出し、四半

期報告書は 45 日目に出し、その間は 44 日もある会社も存在する。四半期決算短

信と四半期報告書を非常に近い日程で開示している会社もあると思うが、一方で

1,000 社ぐらいの会社はかなり間を空けて提出しているという実態もあることを

理解した上で議論いただければと思う。（開１６９・開示③） 
・（東証から提示された資料≪第 3 回企業情報開示検討分科会・安井委員提出資料≫

について）前回の分科会では、四半期報告書と短信のずれは、平均で 6 日ぐらい

ということであったが、実際に直接会っている会社は、たいてい同日か 2 日ぐら

いである。そしてこの資料を見てなるほどと思ったのは、やはり同日から 1～2 日

のところに相当数があるということで、実感はこのあたりにあったということが

確認された。（開１９５・開示③）・四半期決算短信については、提出の早さを要

請していないのが現状。会計士との相談を求めているのは、公表数値である以上、

株価に大きな影響を与えることがないようにするため。（開８０・開示②） 
 

●四半期情報の有用性の薄さ 
・高質な対話という観点では、法定開示資料とは別に作成する決算説明会資料は利

用されていると思うが、四半期決算短信・四半期報告書、特に四半期報告書につ

いては、あまり読まれていないのではないか。（開２０・開示①） 
・四半期開示を義務づけるべきかどうか。四半期ごとに経営の結果を測ると、短期

的になる。正しい経営は四半期勝負ではなく、5 年以上、10 年以上である。欧州

のように、弊害やコストもあるので、半期をベースとして非財務の開示に時間を

使うなどの判断はあるのではないか。（研６１・研究会①） 
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●四半期は中長期の進捗確認であるべき 
・四半期決算がスタートしてから、一年が 3 ヶ月×４回で終わってしまうと感覚が

ある。四半期決算をやめればよいとは考えておらず、例えば中期計画や年度計画

の軽い進捗確認のようなものになれば良い。（研３０・研究会①） 
・四半期情報については、短期で一喜一憂するのではなく、足元をそれで定めて、

長期的な方向を確認する、そうした使い方を投資家も考えなければならない。（研

３５・研究会①） 
・四半期は、進捗状況を把握するためには非常に有用である。コンテンツとしては、

諸外国に比べ、日本の四半期開示レベルは詳細ではないか。（開１２６・開示②） 
・時間を作るために、四半期決算のあり方をもう一度見直すべき。しかしながら、

四半期決算を廃止することには反対である。対話をしていく中では、インサイダ

ー情報を入手しないように気を付けているが、仮に四半期情報を任意にした場合、

会社内で持っている四半期決算数値情報が対話の最中に出るリスクもあるため、

こうした状況を避けるためにチェックポイントとして四半期決算は必要。（開２８

５・開示④） 
 
（２）四半期開示の一本化について 

●四半期短信と報告書の一本化の必要性 
・開示が煩雑であり、四半期の決算短信と四半期報告書は、両方は要らないので 1
つにすべきではないか。（研３１・研究会①） 

・四半期報告書は、四半期決算短信とほとんど同じ内容と認識しているため、四半

期決算短信は発表日に徹夜してでも見るが、四半期報告書については、あまり見

ていないのが実態である。四半期決算短信と四半期報告書は、一緒にしてもよい

のではないか。（開３２・開示①） 
・四半期開示情報（四半期報告書・四半期決算短信）は一本化することについて検

討すべき。（研２３・研究会①） 
・前回の分科会においても、四半期決算短信と四半期報告書が 2 つ存在する必然性

はないという意見が大半であったように思う。（開６７・開示②） 
・一体化といっても、どのように一体化するのかが重要であり、会社としての早期

に開示したいニーズを満たしつつ、監査や数字の正確性が必要な点も踏まえる必

要がある。単純に「一つにすれば良い」という議論のみでは十分ではない。（開１

６９・開示③） 
・四半期決算短信と四半期報告書について、同じようなものが少しずれて公表され

るというのはどういう意味があるのかと思う。先に公表される四半期決算短信の

方が見られているとのことだが、後にレビューされた報告書が公表されることを
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前提として、四半期決算短信が利用されているということでもあるのではないか。

第三者として監査人が確認するのであるからそのための一定の時間はかかる。他

方、後で確認されたものが出てくるとしたら、速報として出てくるものはどうあ

るべきかということを考えることが必要ではないか。（開４０・開示①） 
・四半期決算短信・四半期報告書については、それぞれ制度導入の経緯があるとは

いえ、少し整理する必要がある。時期をずらして、ほとんど同じ情報を開示する

ことの追加的なメリットがどれくらいあるのか。（開７・開示①） 
・≪「あるべき開示制度の方向性」について経団連が実施したアンケートでは≫・

四半期決算短信と四半期報告は、四半期決算短信の開示内容で一元化すべきであ

る。その際に、監査人による四半期レビューを残す必要があるかどうか、更には

四半期開示を義務付けとするか任意とするかについては、更に検討すべき。（開２

５１・開示④） 
・経団連のアンケート結果は、決算短信だけで統一し、自動的にレビューはなくな

る可能性もあるが、それは別途検討してもよいかもしれない、というものである。

（開３１６・開示④） 
・他方、開示については、四半期決算短信と四半期報告書を一体化し、簡素化する

ことでよいのではないか。資料「企業情報開示検討分科会における議論の方向性

について」では、第２四半期は特別であるとされていたが、私は、第２四半期を

第１四半期・第３四半期と分ける必要はないと考えている。（開２８６・開示④） 
 

●四半期一本化の具体的な方法 
・四半期については、レビューを早く終了し、早く決算発表をするよう求めれば、

簡単に一本化できるのではないか。（開６９・開示②） 
・東証より提示された資料≪第 3 回企業情報開示検討分科会・安井委員提出資料≫

における、四半期決算短信と四半期報告書の開示日比較も非常に参考になった。

平均を取ることには意味がないというのは分かっているが、日付のずれが平均 6
日だということであれば、早期開示を正確な信頼性あるデータで開示する考え方

から、この 6 日を受け入れて、信頼性を増すために開示が少し遅れるのを認める

べきである。一方、同日とか 1～2 日のズレということが全体の 2,300 社のうち 3
分の 1 であるとの事実から、できるだけ投資家との対話促進ということで、関係

者が努力して過半の会社が 700 社になるように検討することも必要である。レビ

ュー報告書の取得を四半期短信開示に合わせるべく努力をすべきである。（開１７

６・開示③） 
・レビュー報告書が四半期短信とほぼ同日の取得が可能となれば、四半期報告書の

財務諸表は四半期短信のコピーでも可、との考え方につながってゆくと思う。（開

１７６・開示③） 
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・四半期報告書と短信を一致させる方法としては、開示府令の様式に縛られている

ところがあるのではないかと思われるため、（経産省の管轄ではないが）それらを

改正して、海外の組替法、参照方式をとれば、一体化することができるのではな

いか。（開１８０・開示③） 
・決算短信は、有報に並ぶ正確性と適時性を兼ね備えたものであると思っている。

したがって、四半期報告との統合については、できるだけ短信と一緒にできれば

よいのでないかと思う。（開２０９・開示③） 
・年度と四半期の議論が混在しているような気がしている。（開２２２・開示③） 
・C・D の会社≪第 3 回企業情報開示検討分科会・安井委員提出資料に記載されてい

る企業例 A~D 社で、A 社・B 社は時価総額が 1 兆円を超える会社であり、C 社・

D 社は 200 億円未満の会社。A＞D で開示量に差≫は、開示したくないから簡素化

しているというよりも、多分シンプルな事業構造でセグメント開示も必要ないの

ではないか。決算短信はシンプルだが四半期報告書はすごく充実しているという

パターンよりも、決算短信がシンプルならば四半期報告書もシンプルというパタ

ーンの方が多いと思うので、ここはそれぞれの会社で充実した決算短信で一本化

する、シンプルな決算短信で一本化するということでもいいのではないかと思っ

ている。（開２２５・開示③） 
・四半期開示は、四半期短信と四半期報告書は統一させるべきである。東証提示資

料では、四半期短信と四半期報告書の開示日数差は平均６日程度とのことである

ため、実務的にも統一は十分可能と考える。さらに、情報の信頼性を担保するた

め、監査レビューは必要と考える。現在東証では、公認会計士との緊密な連携を

求めているが、「緊密な連携」を担保するため、監査レビューを必要とするべきで

ある。したがい、四半期報告書のフォーマットをベースとして、監査レビューを

保持した決算発表・短信の開示を行うべきと考える。その上で、開示時期の早期

化の努力をするべきである。（開２５９・開示④） 
・四半期については、四半期決算短信と四半期報告書は、開示日数がほぼ近いとい

うことを踏まえ、両者を統合すべき。その際に、しっかりきちんと監査（レビュ

ー）を受けた数字をあまり遅くならないタイミングで公表する、という形が望ま

しいのでないか。（開２６６・開示④） 
 

●四半期一本化は必要情報をもらさない形で 
・四半期情報開示は将来の企業価値の更新の経過報告であるため、例えば将来の企

業価値や業績予想を修正する場合など、四半期決算短信と四半期報告書を一本化

してしまうと、必要な情報が開示されているのか、懸念がある。（開５３・開示①） 
・短信にはセグメント情報を載せずに、四半期報告書で載せるといったように、報

告書と短信で記載内容を変えている会社もある。こうした点で報告書をチェック
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するアナリストもいるが、結論としては、1 つで良いという点では一致している。

内容を盛り込んだ上で、一本化していくべきではないか。多少の間違えは、適時

開示で開示すればよいのでは。（開１３２・開示②） 
 

（３）四半期レビューについて 
●四半期開示の監査（レビュー）の要否 

・四半期決算短信と四半期報告書の提出時期の７日程度のずれは、ほとんど意味の

ないずれだと思っている。決算について会計士と確認がとれればその時点で開示

し、数字も動かすことはないが、その後、レビュー報告書発行の事務手続きに時

間がかかる。この点を手続きだからということではなく、もう少しまじめにどう

処理すれば良いかと議論していけば、一体化できるのではないかと思っている。

（開３１・開示①） 
・≪四半期開示をするか否かは企業が判断すればよいのではないか≫また、監査（レ

ビュー）についても不要と考えている。監査は、年に 1 回で十分ではないか。（開

１１０・開示②） 
・ 四半期報告書と四半期決算短信を提出するタイミングは、7 日ぐらいのタイムラ

グがあるが、それは監査に伴う時間であると考える。投資家は開示される資料が

正しくなければ、適切な投資判断をすることができないため、監査（レビュー）

を不要とすることはできないが、もし監査（レビュー）をなくした場合に、粉飾

等々の懸念がどの程度あるのか。この実態を調査するべきではないか。（開１１・

開示①） 
・四半期決算短信は、最初は国際的な要請・金融審等からの答申等もあり、四半期

の概況を開示することから始まっている。その後、監査が必要とされ、四半期報

告書が制度化された。四半期決算短信は、監査（レビュー）が終了しなれば出せ

ないものでもないため、出せる会社から提出することとされている。（開７８・開

示②） 
・四半期財務諸表については、レビューするべきである。平時には監査やレビュー

の重要性を理解してもらえないかもしれないが、有事には、例えば継続企業の前

提に重要な不確実性があるケースにおいては、レビュー報告書を提出する時点で、

監査人の目が入るため、特に個人投資家を考えれば、情報の信頼性の観点から、

監査とレビュー制度は引き続き、ご利用いただきたいと考えている。（開３０２・

開示④） 
・アナリスト協会としては、レビューが抜けることについて警戒感があり、また単

体開示を現状より後退させることについても、反対意見も根強くある。（開２９

６・開示④） 
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●早期化と信頼性のバランス 
・また、四半期報告書の提出期限が 45 日とされているため、≪東証の開示ガイドラ

インでは≫決算発表の早期化は行わないとしながらも、「四半期決算の内容が定ま

ったにもかかわらず、その開示時期を遅延させることはできない」とされている。

東証が考える「決算の内容が定まった」とは、どのように解釈するべきか。東証

では、会計士の監査（レビュー）前に決算が定まると考えているのではないかと

しか考えられない。それが色々な混乱を生じさせているのではないか。（開６８・

開示②） 
 

（４）四半期開示の任意化の可能性 
●四半期開示の任意化の必要性 

・ 四半期の決算については、企業が四半期開示をするか否かを含めて決めていいの

ではないか。どのような方に株主になってもらいたいか、どのような投資家から

評価されたいか、それには何をどのタイミングで情報として開示すべきか、これ

らを含めて企業が判断すればよいのではないか。（開１１０・開示②） 
・ 四半期については、上場会社側が開示をするかしないかの判断を含めて決定して

もよいのでは。どういう株主を選び、またどのような投資家に評価されたいのか、

年 4 回開示をするのかしないのか、何を出して投資家から評価されようとするの

かということも含めて、それはオプションにしてよいのではないか。（開１０９・

開示②） 
・開示書類の一元化、統合化の方向性案について、年度開示、半期開示、半期以外

の四半期開示に分けて記載している。 
１）年度開示について≪「３．年度開示間の制度設計」に記載≫ 
２）半期開示について 

四半期決算短信を速報目的に存置するとともに内容を簡素化し、確報として

の四半期報告書を存置してはどうか。 
３）半期以外の四半期（第 1 四半期、第 3 四半期）開示について 

四半期決算短信は任意とし、金商法の四半期報告書は廃止してよいのではな

いか。 
・短信について第１・第３四半期を任意にすると、機関投資家は、第１四半期・第

３四半期情報（会社予想の上振れ/下振れ）を追う代わりに、オフサイクルにビジ

ネスモデルや経営戦略・課題について深堀りすることができ、中長期視点の対話

を促進することができる。具体的には、３月末決算企業については、７，８，９

月及び１，２，３月の時間の使い方が変わり、四半期情報のトレースとレポート

作成の代わりに、非財務情報も分析して対話の準備にあてることができるのでは
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ないか。（開２４３・開示④） 
・短信は出してはいけないということではなく、出したい会社は自由なフォーマッ

トで開示すればよいと考えている。第２四半期については、これがなくなると１

年に１回しか開示されないことになるので、それではあまりにも情報量が少ない

ため、もともとある四半期報告書を存置することで担保されると考えている。（開

３１９・開示④） 
・私の考える簡素化とは、四半期開示が強制ではない欧州の事例を想定している。

簡素化の事例としては、売上と純利益を開示しているのみである。その会社のこ

とをきちんと理解しビジネスモデルが分かっていれば、売上はどの程度かの予想

が立てられ、その結果、会社から四半期で売上が出てきて、想定の範囲か否かが

分かる。予想した売上が立っていれば、ボトムラインである純利益はこのぐらい

であろうということも、だいたい想定できる。それがまるで異なるということは、

そもそもその会社のビジネスモデルが分かっていないか、またはその会社にとん

でもない何かが起こっているということであり、そのようなケースでは、通常会

社側で進んで開示をするはずである。そこで相当頭の体操をしなければいけない。

最終的に期末に通期開示が出てきた時に、「あっ、なるほど、こういうことだった

のか」ということが分かり、そこで答え合わせをするので、答え合わせまでの時

間が少し長いことによってとても深く考えることになる。この思考プロセスによ

って、市場参加者のレベルが高くなっていると私は感じている。それに比べ、会

社予想が公表され、四半期で細かい財務諸表の開示がどんどん出されると、利用

者にとってそれはありがたく、開示姿勢としては丁寧ではあるが、利用者が頭の

体操をする時間はなくなり、出された情報を追いかけるだけになる。（開３２０・

開示④） 
・第２四半期には、四半期決算短信と四半期報告書を作成し、第 1 四半期・第 3 四

半期については、四半期報告書を廃止し、四半期決算短信を任意開示とする考え

には、実務負担の観点から同意したい。（開２７５・開示④） 
・四半期決算短信を任意にし、対外開示がなくなったとしても、これだけ四半期決

算が企業側に定着している中では、企業内でもっている四半期決算数値が、投資

家との対話上有用と判断されるのであれば、企業側は開示をするであろうし、ま

た投資家も開示を求めるのではないか。（開２７６・開示④）・四半期は、日本に

おいて定着しており、作成者側にとってそれほど負担ではない。むしろ四半期情

報に絡み予測値を企業側が出すことによってアナリスト・投資家がイベントだと

して騒ぎたてることのほうが重要である。そういう意味では、企業側のスタンス

として、開示の粒度（粒の度合い）を下げることも必要である。しかし誤解を受

けずに言えばそれば開示の質を下げると言うことでなく事実のみを淡々と開示す

ることが必要だということである。予想・予測はアナリスト・投資家の仕事であ
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り企業側の予測開示に甘えてもらっていては困る。（開３２２・開示④） 
・第１四半期と第３四半期についての決算開示は補足資料まで含めＷＥＢ・開示で

十分ではないか。（開３２３・開示④） 
・もっとも四半期のトレンドを詳細に見なければならないセクターもあるため、情

報の有用性をオールオアナッシングで議論することはできない面もある。このこ

とはＣＦＡＩにおいても１０年ほど前に盛んに議論された。だからそのような自

覚のある企業はどんどん自らの判断で出せばいい。（開３２４・開示④） 
 

●市場区分等に応じた開示要請の可能性 
・四半期報告等の任意開示等々について、委員より「インサイダーのことがあるの

で開示すべき」というご意見があったが、それは任意でもいいのではないか、ア

ナリストが規律を保っていけばいいのではないかと思う。コーポレートガバナン

ス・コードにおいても、その範囲をマザーズまで拡張するのか、東証一部や二部

まで限定するのか、それぞれ議論があるかと思うが、適用範囲については、別途

検討するべきである。（開３０９・開示④） 
・四半期開示に関してだが、新興企業については業績変動が激しいので情報開示の

充実を求め、四半期開示が義務付けられたとのことであった。新興企業に対し安

心して投資家が投資するような最低限の仕組みは必要ではないか。新興企業はフ

ルスペックで開示する必要はないが、企業が経営上重要と考えている指標（小売

りであれば月次・四半期の売上等）については開示した方が良いのではないか。

フランスの会社でもそのような会社があったように記憶している。東証において

投資家の指標・判断基準になるようなメルクマールを決めて貰ってはどうか。（開

３１０・開示④） 
 
（５）その他 

●四半期開示に伴うアナリストへの影響 
・四半期決算が入ったことによる、アナリスト側の仕事のプレッシャーは相当なも

のであった。（開１３６・開示②） 
 

●IFRS 開示要請と四半期開示負担 
・ＩＦＲＳでは求められる注記が膨大であるため、ＩＦＲＳの任意適用拡大の流れ

の中では、現状の四半期開示制度のままでは、作成者側の負担が大きいのではな

いか。開示制度がＩＦＲＳの任意適用をする上で阻害要因になってはならないの

で、そのような形についても、合わせてこの場で考えていかなければならないの

ではないか。（開２９８・開示④） 
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Ⅲ．株主総会関係 

９．総会プロセスにおける対話     

（１）総会に関する企業の見方 
●総会にかかる労力 
・株主総会は、対話の場として必要ではないという意見もあるが、企業にとっては、

相当な労力をかけて準備を行う重要なイベントである。（総５９・総会①） 
 
●法律事項遂行の場としての総会 

・株主総会は、法律で決められたことを最低限きちんとやるというところがまずは

出発点。法定書類の記載事項で十分な情報があると思っているので、まずはそれ

を最低限きちんと開示していくと言うことが大前提。その上で、株主構成の違い

により、情報提供の方法も各社で様々苦労・工夫をしており、例えば、役員選任

議案について、社外役員の独立性が問題となる場合には独立性の基準を記載し、

具体的な当てはめなどを盛り込んでいる。（総１４０・総会②） 
 
●総会の得票率の重要性向上 
・株主総会の決議は、殆ど、議案のとおりそのまま決議されるが、最近、予想外に

否決されるケースもある。また、得票率の開示が行われており、IR コンサルティ

ング会社や証券会社は、それを受けて取締役の得票率等の集計やランキングの作

成を行っており、株主総会において如何に得票するかということが非常に重要な

ものとなっている。（総１２８・総会②） 
 

（２）総会に関する投資家の見方 
●個人と機関投資家は分けて議論すべき 

・企業の最終実質株主が、個人に帰結するという意見は、理解できる。しかしなが

ら、実務を担当していた感覚では、個人の方と機関投資家では、関心事や株主総

会への出席の割合も異なっており、やはり両者を分けて議論した方がよいのでは

ないか。（総８５・総会②） 
 
●総会と投資行動の関係検証の必要性 

・投資ビヘイビアとの関係も、株主総会のタイミングのあり方と併せて考える必要

があるのではないか。（研２８・研究会①） 
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●総会での株主意向反映の重要性 
・株主総会の場において株主の意向をどれだけ反映できるかの観点に非常に関心が

ある。（研４・研究会①） 
・かつてのドイツは、銀行に株式を寄託している株主が多く、真の株主が総会に出

てこないことが一般的だった。最近は、銀行が真の株主に代わって議決権行使を

することはなく、また株主運動家が出てくるなど、株主の影響が直接会社に届く

ような動きが強まっていると想像する。（総１２３・総会②） 
 

●日本企業のガバナンス・総会に関する海外投資家の意見 
・海外機関投資家から、当分科会宛に２通のレターが送付されてきた。１通は、英

国の日本株を中長期運用する機関投資家 20社からなる機関投資家グループからの

もの。もう1通は、ACGA（ASIAN CORPORATE GOVERNANCE ASSOCIATION）

からのもので、アジアの株式に投資している世界の主要機関投資家から構成され

る組織。いずれも、中長期運用の海外機関投資家。（総２９９・総会④） 
・コーポレートガバナンス・コードの原案において、「市場においてコーポレートガ

バナンスの改善を最も期待しているのは、通常、ガバナンスの改善が実を結ぶま

で待つことができる中長期の株主であり、こうした株主は市場の短期主義化が懸

念される昨今においても、会社にとって重要なパートナーとなり得る存在である。」

と記載されている。この２つの投資家グループは、まさにそのパートナーとなる

投資家である。（総３００・総会④） 
・海外投資家が、日本の株主総会についてどのように考えるかについて意見を聞き

たいとの事務局からの要請に応え、２つの組織に問い合わせをした。それに対し

て、彼らからは、「企業と投資家、経済産業省といった重要な関係者が一体となっ

て、問題解決に向けて協議していることは喜ばしい。一方、いくつか懸念がある

ことから、そのことについて記載する」という趣旨の、レターが、当分科会あて

に送られてきた。（総３０１・総会④） 
・英国のグループからは、「株主総会の問題は非常に投資家にとって関心の高いトピ

ックである。日本のガバナンス全体に関して言えば、日本企業において取締役会

の構成が近年変化していること（社外取締役が増えていることを指していると考

えられる）や、規制当局が国内のガバナンスのフレームワークに関与し、海外投

資家の関心を高め投資を促進しようと努力していること（コーポレートガバナン

ス・コードをさしていると考えられる）等、企業の当局、投資家がガバナンスを

改善させようとしていることは承知しているが、そのうえで、5 つの懸念事項があ

る。」との趣旨の意見が表明された。（総３０２・総会④） 
・≪機関投資家グループからのレター≫②日本企業の株主構成に占める海外投資家
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の割合が高いことから、英語で総会資料を提供してほしい。（総３０４・総会④） 
・ACGA では、英訳した分科会資料にもとづき、12 月初めの会員による会議におい

て内容について検討し、以下のように意見が纏められている。（総３０９・総会④） 
・ACGA は、日本において、ガバナンスに関する様々な改革が行われていると認識

している。株主総会開催日の集中についても、緩やかに改善傾向にある。また、

電子的投票システムも構築されており、多くの良い点がある。しかし、機関投資

家間のコンセンサスとして、議決権行使の為の時間的猶予が相対的に短く、それ

がネガティブな印象を与えている。≪総会関連資料の送付期間の短さ、電子行使

プラットフォームの普及状況、総会集中の問題等（後掲）≫（総３１０・総会④） 
 

（３）内外の機関投資家の議決権行使プロセス等の違い 
●国内機関投資家の議決権行使の実務 

・日本の場合、機関投資家を前提とすると、日本では管理信託銀行から各実質株主

の機関投資家に書面で議決権行使書類が転送されている。管理信託の方に伺う限

りでは、カルタ取りのような広い会場で仕分けを行っているとのこと。日本では

書面ベースを前提として運用されている状況にある。（総２６３・総会④） 
・当社では、書面に書き込み等を行っており、書面を中心にしている。電子情報の

方が迅速であるというメリットはあるが、書面も継続しつつ、電子化という方法

が望ましい。書面がフォーマルなプロセスとなっている以上、電子化されたとし

ても、書面を早く提供する努力も継続して欲しい。（総２７８・総会④） 
・国内の投資家は、株主総会の２、３日前頃まで議決権を行使しないケースが多い。

早く Web 開示をするのであれば、できる限り早く、議決権を行使して欲しいと思

う。（総１５５・総会②） 
・担当している企業とのガバナンス等に関するミーティングは決算日後に集中する

傾向にあり、5 月に 30％、4 月に 15％、3 月に 25％程度（12 月決算を含む）とな

っている。（総４５・総会①） 
・また、7、8 月は、議決権行使実績について顧問契約の顧客向けのレポートを作成

する期間となっている。（総４６・総会①） 
 

●海外機関投資家の議決権行使の実務 
・欧州の投資家等に株主総会関連資料の電子的配布について意見を聞いてきたので、

参考までに共有する。（総２６１・総会④） 
・海外の実質株主と言われる投資家は、書面ベースでは議決権行使書類は入手して

おらず、カストディ銀行には、１通の書類のみが送付されるが、海外投資家は、

ウェブサイトで情報を入手しており、各国の投資家からは「自分たちはそのよう

な紙ベースのものは貰っていない」、「日本の機関投資家は紙の招集通知をもらっ
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ているのですか？」との反応であった。（総２６２・総会④） 
・当社では、電子化資料をベースにしており、郵送される招集通知は殆ど利用して

いない（必要に応じてプリントアウトしている）。郵送される招集通知を利用した

場合、特に 6 月の株主総会集中期は書面を仕分けするという作業が負担になって

おり、電子化した方が管理しやすいため。このため、株主総会関連書類について、

電子化を進めても支障はなく、むしろ関連する全ての当事者にとっては、コスト

削減、環境への影響といった点で望ましい。（総２７７・総会④） 
・日本以外の企業（米国・英国等）に対する議決権行使については、電子行使を行

っているケースもある。この場合は、電子的に情報を授受しており、日本以外の

国では、総会開催日の間際まで検討して議決権行使できる状況にある。（総２７

９・総会④） 
・招集通知の早期発送について、招集通知発行会社としては、できる限り早く発送

したいとしている。議決権を行使するタイミングをみると、外国人機関投資家は、

Web 開示して、３日目、４日目には議決権を行使している。（総１５５・総会②） 
・海外投資家は多様であり、海外投資家が日本国内に拠点を置き、日本の信託銀行

等を通じて株主総会の議決権行使を行っている投資家や、日本語の読み書きがで

き、話せる担当者を通じて株主総会の議決権行使を行う場合、あるいはそのよう

な担当者や拠点を置かず、海外から直接議決権行使を行っている投資家もいる。

海外投資家と言っても、ニーズや議決権行使までのプロセスが異なることから、

その点を明確にする必要がある。海外に拠点を置く海外投資家の場合、議決権助

言会社への依存度が極めて高いのではないか。（総２４５・総会③） 
 
（４）機関投資家は平時の対話を重視 

●機関投資家は事前対話を重視 
・当社では、機関投資家である株主との対話については、年間を通して機会を多く

つくっている。一方で、株主総会は個人株主が多く出席しており、個人株主に質

疑を行ってもらえるような雰囲気作り、環境作りをしている。（総１３８・総会②） 
・株主総会が機関投資家にとって対話の場になっているかというと、実際は対話の

場になっていない。株主総会の日程が分散されても、コスト、ベネフィットで考

えると、総会自体への参加に価値を見出す人は、現状では少ないのではないかと

思う。（総１５０・総会②） 
 
●機関投資家との平時の対話重要性 

・機関投資家の場合、投資会社数が多いこともあり、株主総会が対話の場として機

能するには日常の対話とセットで考えないと、その場での対話には限界がある。

（総２５・総会①） 
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・企業と株主との対話は、年間を通して実施することが望ましい。（総４４・総会①） 
・分かり易く書類を作ることは、非常に重要。機関投資家の立場からは、株主総会

が対話の場というよりも、一年を通しての平時のコミュニケーションが対話の場

となっている。（総８６・総会②） 
・基準日延長や株主総会の 7 月開催の議論のみならず、株主総会前のプロセスに焦

点を当てるべきと考える。（総１２・総会①） 
・平時のコミュニケーションという議論があり、その点について、この場で議論す

べきではないかもしれないが、平時のコミュニケーションの積み重ねの結果とし

て、株主総会におけるコミュニケーションのあり方が変わることから、平時のコ

ミュニケーションについても、議論の中に含めることとする。（総８４・総会②） 
 
●その他 

・スチュワードシップ責任を負っている機関投資家は、真摯に議決権行使を行う必

要がある。機関投資家は、企業の事業を評価し、投資を行うか否かの意思決定を

行うべきであるが、機関投資家と企業とは必ずしも十分に対話していないように

思える。平時からのコミュニケーションを行えば、仮に、招集通知の発送から株

主総会の開催日までの期間が短い場合であっても、迅速に議決権行使に関する意

思決定を行うことができるのではないか。（総９６・総会②） 
・スチュワードシップ・コードが入ってから、会社をあげて対話を積極化している

が、決算シーズンは本当に時間がなく、アナリストは疲弊している。（開２８２・

開示④） 
 

（５）対話において重視すべき点 
●経営者・取締役の役割開示・議論の必要性 
・取締役の選解任について、どのような情報が必要かという点については、どのよ

うな役割を役員個人が果たしていて、その結果がどうであったかという基本的な

情報が中々会社から出てこないのが実情。企業側は、そのような情報について招

集通知に書き辛いという実態があるとは思うが、この点について工夫・改善のた

めの議論を深めてはどうか。（総１５２・総会②） 
・経営者の選任、その中の社外役員の役割の遂行状況についても開示することによ

り、それらの中身を株主総会及び様々な IR の状況で議論していくということが、

エンゲージメントで求められていることではないか。（研１２・研究会①） 
 

（６）総会支援実務について 
●信託銀行・弁護士の助言と対話への影響 

・株主総会の運営に関しては、株主総会前に、予め信託銀行から、総会の進め方に
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関するシナリオが企業側に渡される。リハーサル等もあり、信託銀行の行員が株

主役になり、質疑応答の練習を行い、アドバイスを行う。株主総会には、信託銀

行、弁護士も出席し、事前にアドバイスを受けるが、一般的に、早く総会を終わ

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よう

にするといったものが多い。（総７２・総会②） 
・議長の立場としては、経験が少ない議長が多いことから、株主と対話をしようと

いう気持ちがあっても、信託銀行、弁護士、事務局等のアドバイスに従い、株主

総会を早く終わらせる結果になるかもしれず、対話を行ううえでの、大きな問題

である。（総７３・総会②） 
・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である。

（総７７・総会②） 
・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

助ともなっているものと考えている。（総２６８・総会④） 
 

●信託、助言機関に対話促進の役割期待 
・信託銀行、弁護士等にどのようなひな形を配布し、どのようなアドバイスを行っ

ているかを質問してみるのも良い。（総７４・総会②） 
・議決権行使助言会社や信託銀行等は、企業と株主との間のコミュニケーションを

促進して、アレンジすることも、新しい役割、ビジネスとして考えられるのでは

ないか。（総７６・総会②） 
・議決権行使助言会社に企業と株主との間のコミュニケーションを促進の役割を求

めることは立場上、難しい。議決権行使助言会社の顧客は株主であり、企業の側

に立ち企業と株主との間のコミュニケーションを促進する役割を求めることは、

企業へサービスを提供することになる。このため、信託銀行、IR やガバナンスの

コンサルティングを提供している会社等に、コミュニケーションの促進やアレン

ジに関する役割を求めることになるのではないか。（総８２・総会②） 
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（７）その他 

●株主との対話に企業努力余地 
・企業側の視点として、現行の法制下においても、株主との対話に関して、企業側

に努力する余地があるのではないか。（総９２・総会②） 
 
 

１０．株主総会日・基準日について     

（１）現状・背景 
●招集通知の送付タイミング 

・約 3400 社の上場会社のうち、7 割の約 2400 社が３月決算。そのうち一部上場の

企業は、３週間前に招集通知を出している会社も多くある。ジャスダック上場会

社の場合は、15 日前が半分程度。（総３８・総会①） 
・株主総会の招集通知を株主総会日の 3 週間以上前に提出している会社は、28％あ

り、年々、増加傾向にある。（総１７６・総会③） 
・≪ACGA からのレター≫株主総会関連資料の送付期間について、日本では最低２

週間と定められているが、アジア各国では 21 日又は 28 日と定める動きがあり、

28 日がベストプラクティスと考えられている。日本企業で、2 週間前となってい

るが、企業努力により、2 週間より前に送付されているケースがあることもあるが、

例えば香港、シンガポール等、多くのアジア市場において４週間から 6 週間前に

送付されている状況にあることを考えると、日本においても、現状よりも早い時

期に発送・開示することを望む。（総３１１・総会④） 
・≪ACGA からのレター≫株主総会資料については、遅くとも 28 日前に発送を望む。

（総３１７・総会④） 
 
●会社法監査のタイミング 
・会社法監査報告書の日付が 45 日程度と早いのは、総会日付から逆算して決定する

ため。（総５・総会①） 
 

（２）総会前対話の重要性 
●総会前の議案に関する開示・対話の重要性 

・この分科会のテーマである対話という観点で言えば、事前の議決権行使の局面で

如何に対話をしていくのか、情報開示をしていくのかがより重要。（総３０・総会

①） 
・株主総会における議案は、殆どの上場会社の株主総会で、可決される。概ねすべ
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て可決されるということを念頭に置きながら、それで本当に対話が行われている

かという視点が必要ではないか。そのような視点に立つと、株主総会前に、企業

と株主がコミュニケーションをとり、議案を作成する際に、そのコミュニケーシ

ョン結果を反映させるということが重要なのではないか。例えば、取締役選任議

案は会社が提案した内容を株主総会で承認し、株主総会で選任された取締役の互

選により社長が決められる。これは、株主不在で議案が作られるということでは

ないか。このため、事前に、株主と対話する必要がある。株主からの意見等があ

ることにより、会社の緊張感が生まれるのではないか。（総７５・総会②） 
 

（３）議案検討のための期間確保について 
●総会前の議案検討時間の不足 
・株主総会は重要であり、招集通知の発送と実際の総会の期間が短くそのため対話

できないため、制度の見直しが必要との考えは理解できる。（研１９・研究会①） 
・株主総会前に企業の方と様々なディスカッションをしてはいるが、時間的な制約

もあり、マネジメントの方と深い議論が総会前にできているわけではない。余裕

のあるタイミングで議論が出来れば良いと思う。（研３３・研究会①） 
・機関投資家として、株主総会の集中に苦しめられている立場にある。実態として、

株主総会の開催が集中していることもあり、信託銀行を通じて、株主総会の開催

日よりも前（概ね５営業日前）に総会議案に対する決議を投じている。この結果、

株主総会は対話の場になっていない。（総７・総会①） 
・海外投資家は、他の国の企業もすべて見たうえで、魅力があれば日本企業に投資

するというスタンスであり、日本企業と海外企業とを常に比較している。世界で

の比較では、日本においては、株主総会開催日の集中度が高く招集通知から株主

総会開催日までの期間が短いことから、日本企業は投資家との間の対話に熱心で

はないと評価されることになり、残念である。（総１９・総会①） 
・海外機関投資家は企業の方針等については、企業と対話を事前に実施しているが、

株主総会の１つ１つの議案については、議決権行使助言会社等に任せており、手

を動かしたり何千何百社を見たりしない。一方、日本の機関投資家は何千何百社

の議案の１つずつについて検討していることから、かなり限界的な状況の中対応

しており、海外機関投資家に比して、行使するタイミングが遅くなるという事実

がある。（総１５９・総会②） 
・欧米の投資家に、総会に関する懸念事項と本分科会の議論に関する意見を聞いた。

海外投資家にとって、議決権行使のための十分な準備期間は無く、そのことが日

本企業に対する懸念となっていることを確認した。そして、本分科会において、

こうした投資家の懸念に対して解決策を模索する動きがあることは歓迎すべきこ

とであり、何らかの解決策が示されることを期待するとのことであった。（総２１
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８・総会③） 
・日本株を中長期のスタンスで保有しており、一定規模以上の資産規模の欧米、ア

ジアの海外機関投資家は、400 社程度である。日本で議決権行使を決定している、

いわゆる外資系と言われる日本に拠点がある機関投資家は 20 社強程度。運用資産

額でみると日本の拠点がある機関投資家の運用資産は大きいため、数だけでの単

純比較はできないが、海外機関投資家の多くは、外から限られた時間内で議決権

行使をしている状況にある点に留意すべき。（総２４８・総会③） 
 
●期間確保による議案検討充実の可能性 

・総会のタイミングについては、現状は決算期からの期間が短く、例えば 4 ヶ月、

場合によっては 5 が月、半年にするといったことは大賛成。議案の検討に際して

時間が足りないので、その期間を延ばすことは非常に重要。（研６２・研究会①） 
・議決権行使の環境を確保すべきという意見があり、これにより、招集通知を早く

発送するため、監査報告書も早く入手するスケジュールを促す方向性になった場

合、結果として開示情報の作成期間を縮めることに繋がり、信頼性ある情報提供

という点から懸念がある。このため、議決権行使のための十分な検討期間の確保

のためには、6 月末総会を基準に考えるべきではなく、フレキシブルに遅らせるこ

とを検討すべき。（総６０・総会①） 
・当社では、数千百社に対して議決権行使をしなければならず、物理的に全ての企

業の議案精査は困難なので、議決権行使精査要領を毎年作成し、当基準に該当す

る企業の議案について詳細に検討し、議決権行使の意思決定を行っている。現実

的には、情報、時間的、物理的な制約のなかで議決権行使していることから、詳

細な検討を行う対象企業数が極端に増えないようにしている。精査の時間が確保

できれば、いろいろな観点から検討し、議決権行使の決定を行うことができるよ

うになる。（総２１５・総会③） 
・≪ACGA からのレター≫6 月下旬、特に特定の週に株主総会が集中していること

で、議決権行使のための検討の時間が十分ではなく懸念点となっている。大規模

なグローバル投資家の場合、通常、日本の企業については 500 社以上の株式を有

しており、1,000 社を超えることもある。グローバル投資家は、限られた時間に大

量の企業の議決権行使断案をすることとなると、リスクが高いと考えられる投資

先に限って議決権行使の内容を検討することになるが、全ての企業に対して議決

権行使のための十分な検討時間が確保できないという問題が指摘されている。こ

の点は、投資家側からも問題であるが、投資家と対話しようとしている企業にと

っても問題なのではないか。（総３１４・総会④） 
 

●株主検討期間確保のための総会日の再検討 
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・株主総会のあり方の検討としては、企業と投資家の対話の阻害要因とならないよ

う、定時総会の開催時期を分散させること。分散にあたっては総会の開催時期を

他国の企業並みに遅らせ、決算日から総会開催日までの期間について他国の企業

並みに確保することを併せて達成すること。これらが望ましい方向と考える。（研

４０・研究会①） 
・株主総会のあり方分科会に関連するが、議決権行使のための十分な準備時間を確

保しなければならないのではないかという問題意識を持っている。分科会資料に

おいて、招集通知の発送時期は日本が最も早く、開催日は日本だけが突出して早

いとされているが、株主総会の開催日までの期間を確保しようとすれば、招集通

知の発送を今以上に早めるか、株主総会の開催日を諸外国並みに遅らせるかとい

うことになるのではないか。（開１５１・開示③） 
・株主が情報を入手してからその内容を分析するためにも十分な期間が必要であり、

例えば 1 週間でも株主総会開催日を後倒しにすることによって、株主の検討期間

を確保するといった検討も有益ではないか。（開１５５・開示③） 
・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。（総４３・総会①） 
・≪基準日を例えば 5 月末に設定した場合に、≫抽象的に考えられるベネフィット

の 1 点目として、投資家、株主が議案の精査の時間を確保することができる点が

ある。現在、2～3 週間程度で検討しているところ、１ヶ月程度の時間を確保する

ことにより、意思決定の質は高まるか。つまり、現在ボックスチェック方式で賛

否を決めていた議案が、企業の実情を見て判断する、電話の一本でもかけて話し

合うという形で時間をかけるようになるのか。この点について、投資家の意見を

伺いたい。（総１８５・総会③） 
・機関投資家としては、株主総会開催時期が集中して議決権行使を行うことが厳し

いが、電子化することで議決権行使検討期間が増えることは有益という意見と捉

えている。一方、電子化による情報提供時期の早期化のみでは、議決権行使に必

要な検討期間の十分な確保という目的を達成できない会社もあると考えられるこ

とから、株主総会の開催時期を、今よりも後ろ倒しすることで、株主総会の開催

時期を分散させても問題ないように思うが、不都合はあるか。（総２８４・総会④） 
・電子開示により情報を早く入手し、議決権行使のタイミングを後ろ倒しにするこ

とで、検討期間を確保するという意見に賛同する。株主総会開催日の分散のため

に、6 月の中で前倒しする動きがあるが、議決権行使の検討期間が短くなるという

結果となっている。一方、株主総会開催日が後ろ倒しになることに、機関投資家

として実害があるとは思わない。（総２８５・総会④） 
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・しかし、７月中や 8 月中のように後ろ倒しにすると、役員人事の問題等もあるこ

とから、7 月第 1 週、第 2 週くらいまでが実務的な負担の軽減や、他の影響からも

望ましいのではないか。（総２８６・総会④） 
・株主総会開催日の分散化について、海外機関投資家と話した際には、歓迎すると

いう意見だった。しかし、基準日という点について、基準日が現状、3 ヶ月程度で

あり、現状でも、英国等に比べると長く、株主総会開催日を後ろ倒しにすると、

更に基準日から株主総会開催日までの期間が長くなる。株式事務の面では良いが、

権利の面の手当てはどうするかという問題がある。（総２８７・総会④） 
・株主総会開催日の後ろ倒しは、当社ではあまり問題はないと考えている。議決権

行使の実務からは望ましいが、剰余金処分も含め、過年度の事業年度における議

決が相当期間経過してから株主総会においてなされることが感覚的に良いかどう

かという点はあるかもしれない。また、3 月末以降に基準日を設定することについ

ても、企業側でも投資家側でも 3 月で決算を締めて株主をそこで確定するという

実務に感覚的文化的に馴染んでいる部分もある。企業・投資家双方にとって経験

の無いことなので、まだ見えていないという面はある。（総２８８・総会④） 
・海外投資家でグローバルに投資する立場からは、北半球は 6 月で総会は大体終わ

り、7 月 8 月は真空で、その後南半球で後半に総会がまた出てくるというのが実務

感覚。そうすると、日本の株主総会開催が議決権行使の最後で、最後の詰めとい

うか一番大変というのが実感であるため、日本の株主総会が分散化され、後ろ倒

しされることはありがたいというのが正直な感覚。（総２８９・総会④） 
・まさにあり方を考えるという観点から、1 つは総会前の検討期間をどの程度確保す

ることが望ましいかという点から逆算し、検討期間確保のための施策として、情

報提供の電子化による前倒しと株主総会の後倒しという両方の選択肢を考えてみ

ることが良いのではないか。その際には、国際的な観点を考えるべきであって、

他国同様の議決権行使の為の検討期間が確保されなければならないのではないか。

その場合には、総会前の情報開示は最低でも１ヶ月であり、おそらくはそれより

ももう少し長いのではないか。もとより Web 開示は望ましいことであるが、現在、

株主総会関連資料を書面で利用する投資家も多いとすると、電子開示をしても、

電子開示情報を利用しない投資家も存在することになるので、株主総会開催日の

後ろ倒しも考えた方が良いのではないか。（総２９６・総会④） 
・≪機関投資家グループからのレター≫①年次株主総会日が集中していることが企

業と投資家の健全な対話の実施の阻害要因となっているため、総会開催の日程を

分散し、かつできるだけ早く総会資料を入手可能とする提案を歓迎する。（総３０

３・総会④） 
・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
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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。 
・株主総会における議決権行使の意思決定のための時間が十分ではない。（総４２・

総会①） 
・機関投資家の目線からみた企業との対話については、株主総会の当日に行うのは

物理的に難しい面があるが、平時の対話により補っている部分が多い。しかしな

がら、議決権行使についてはスケジュール的にタイトなものがあるので、この点、

時間的な余裕を少しもらえれば随分ありがたく、どのような工夫があるのか、検

討が必要ではないか。（総１３６・総会②） 
・ボストンで最大級の機関投資家（投資対象は世界全体で 4,000～5,000 社、日本企

業で 800 社程度。）のプロキシーを担当するチームの責任者の話では、今の日本の

株主総会における議案検討のスケジュールは短く、2 週間程度で議決権行使を行う

には、時間が無いとのこと。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、助かると言っていた。一方、招

集通知に記載の議案内容については、（海外投資家からすると）英語化されている

部分は少なく、例えば、取締役の選任議案に関する情報等が十分ではないことか

ら、Web 上等でより詳細な情報等があることが望ましい。（総２０８・総会③） 
・株主総会開催日の集中と、株主総会開催日の延期を必ずしも同一の議論とすべき

ではない。（総９９・総会②） 
・株主総会（基準日）の延期と株主総会開催日集中の回避は別の議論として捉える

べき。いくら集中をなくそうと思っても、集中というのはある意味結果論であり、

集中を無くす施策が難しい可能性がある。機関投資家と会社との対話の期間を延

ばす施策の方が、実現可能性が高いのではないか。（総２３４・総会③） 
・≪ACGA からのレター≫望ましい解決策として、基準日を遅らせることで、期末

日後 4 か月超等の日付で株主総会を開催できるなど、開催日の拡大を支持してい

る。（総３１５・総会④） 
・基準日について、何の為に議論しているか再度、見直す必要がある。基準日の考

え方を変えた結果、混乱が生じるようであれば意味がない。基準日の議論は、会

社と株主との対話促進のために議論されているが、それ以外の方法は無いのか。

株主の議決権行使のための期間確保、分散化という観点では、基準日を変えず、（3
月決算会社の場合）株主総会を 7 月に開催できるようにすればよいのではないか。

一方、7 月開催とした場合、権利者と所有者が分離してしまう可能性があり難しい

点もある。（総２４９・総会③） 
 

●対話期間確保に企業努力余地 
・株主総会の開催日の集中日を避ける努力が企業側で不足している。（総９５・総会

②） 
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・株主総会の日程を延ばすことだけが、対話の促進に繋がる方法ではない。決算が

終わり、早目に株主総会を開くという考え方があっても良い。（総９８・総会②） 
 
●その他 

・株主総会の開催日を諸外国並みに遅らせるというと、株主総会を 1 カ月遅らせる

という発想が出てくるが、必ずしもそういうことだけを考えているわけではない。

株主総会を実際の対話の場とするためには、株主総会開催日の集中化を回避する

必要があるが、全ての会社が同様に開催日を遅らせてしまっては分散化にはつな

がらない。議決権行使のための十分な準備期間の確保を前提として招集通知の発

送を今以上に早めたとしても情報の質を確保することができる会社においては、

株主総会を無理に遅らせる必要はない。このあたりを整理して検討することがよ

いのではないか。（開１５３・開示③） 
・すべての上場会社が自らの会社の実情に応じた選択により、情報の質と株主の議

決権行使のための準備期間を確保できるような、株主総会スケジュールを組むこ

とが重要ではないか。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はないか。情報の信頼性は、会計監査人

だけではなく、監査役監査の実施によって、さらには企業の方がきっちり作成す

ることによる信頼性の担保が必要となるのではないか。（開１５３・開示③） 
・総会の集中の回避と、招集通知の早期発送を機関投資家として希望するが、企業

とはお互い Win‐Win になるよう実務のスケジュールとの調整が必要。（総２７・

総会①） 
 
（４）開示と監査時間確保を検討する上での課題 

●監査・開示の早期化の難しさ 
・監査等の質を高めるための十分な時間を確保できないかという点については、現

状、監査人側もスケジュール的に相当厳しい。特に、様々な情報をタイミングご

とに見る必要があるので、その意味でもダブりをなくしていく必要がある。もし

今よりも早く情報を開示するとなれば、監査スケジュールだけでなく、作成者側

の質も高める必要があるが、相当の困難を伴うのではないか。加えて、監査スケ

ジュールについて言えば、監査人は、期末だけ監査をしているわけではないため、

スケジュールを前倒しするとしても解決することにはならない。（開１２０・開示

②） 
・現状≪の開示書類の作成・監査≫でもかなりタイトなスケジュールであるのが実

情であるが、これは書類を複数作成し確認をしているためタイトという部分もあ

るため、そういう整理も必要かと思う。招集通知の発送までに情報の信頼性を維

持できるだけの適切な期間を確保できなければ、結局最終開示の意味がなくなっ
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てしまうということを前提としている。今まで、現場においての早期化も進めて

きたものの、限界にまで進んでいるのではないかということで、開示情報の作成

期間を更に短縮化するという方向性は望ましくないのではないか。（開１５４・開

示③） 
・計算書類に係る監査報告書は平均 42.5 日で提出され、有価証券報告書に係る監査

報告書は平均 86.1 日で提出される。計算書類及び有価証券報告書は、最終報告と

して信頼性が付与されたものを作成するが、計算書類は、有価証券報告書に比べ

て約半分の期間で提出される。この結果、作成者及び監査人の時間的制約が厳し

い状況にあり、株主の議決権行使のための十分な準備期間の確保という観点から、

今以上に招集通知の発送を早めるという方向性は実務上困難である。（総１６１・

総会③） 
・招集通知の発送を今以上に早める方法については、色々な方法で対応することは

考えられるが、現状を鑑みるとその方法では、適正な期間を確保することが実務

上困難ではないか。最終報告である以上、信頼性確保のためには、確認する時間

が必要となる。作成者の方はもちろんのこと、第三者が監査をする期間を確保し

た上での対応を前提とすべきということになる。（開１５２・開示③） 
 

●開示と監査の時間確保の必要性 
・作成者である企業は開示情報の内容と質、さらに開示のタイミングに大きな責任

を負っているという点を十分意識して検討を行っていくことが必要。その意味で、

まずは企業が適切な開示書類作成のために必要な時間を確保することが重要。（研

４１・研究会①） 
・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。（総４３・総会①） 
 
（５）総会後ろ倒しと開示・監査の一本化 

●総会後ろ倒しによる開示一本化の可能性 
・≪会社法と金商法に基づく開示書類について、≫例えば決算書類としてタイミン

グを一つにするというのも考えられるのではないか。但し、現在の会社法のタイ

ミングにあわせることは現実的ではないので、もし株主総会を今より後ろにずら

すことが可能であれば、会社法と金商法の財務諸表を一元化することも考えられ

るのではないか。（開４４・開示①） 
・開示書類を統一し、有価証券報告書提出会社は金商法の開示を原則とした場合、

金商法の開示書類を企業が作成し、それが株主総会の開示資料となって、株主は
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これを見て株主総会で判断していくというスケジュールになると思うが、その場

合、6 月までに全て行うと言うことが難しくなってきて、日程の問題、すなわち日

程を後ろ倒しに出来ないか、という議論に繋がっていくと思う。（総５４・総会①） 
・3 点目≪基準日を例えば 5 月末に設定した場合の、抽象的に考えられるメリットの

1 つ≫として、開示作成資料の作成と監査に時間を確保することができる。この点

については、会社法計算書類と有価証券報告書の作成時点が異なることから生じ

る、開示のミスリーディングと言い得るような問題の改善にどの程度役立つかと

いった点が重要ではないか。（総１８７・総会③） 
・招集通知の早期発送には限界があり、そうであれば総会開催日を遅らせるという

方向性を考えるうえでは、６月末までの株主総会開催に固執することなく、例え

ば、１週間程度等、各社の状況に合わせて必要に応じて遅らせることを検討すべ

きではないか。重要なのは、全ての上場会社が自らの会社の実状に応じた選択に

より、情報の質と株主の検討期間を確保できる総会スケジュールを組むことでは

ないか。（総１６９・総会③） 
 

（６）基準日と総会の間隔短縮について 
●基準日は総会に近づけるべき 

・基準日に関しては、株主総会のタイミングと近い日が望ましい。株主の重要な権

限は議決権行使であるが、それが現状では約 90 日、１年の４分の１は行使できな

い。コーポレートガバナンスの強化ためには、基準日を招集通知の後にすること。

現制度は、株主民主主義に反する、非常に大事な唯一の株主の権限を毀損する結

果になっている。（研６３・研究会①） 
・基準日の問題と株主総会の問題については、株主総会に出席するのは、本来的に

は株式を持つ人が株主として株主総会に出席すべき。そうした観点から、基準日

と株主総会の開催日は出来るだけ詰めた方が良いのではないか。（総１４５・総会

②） 
・基準日については、日程との関係でも重要だが、それ自体としても重要である。

株主総会の日よりも 3 ヶ月前の株主に、議決権を行使させているということは、

相当多くの株主は総会日に株主でないのに決議に参加していることになり、配当

議案について言えば、いわば他人の財布からお金を持っていくことの決議をして

いるのと同じであり、非常に問題。従来、これが問題とならなかったのは、おそ

らく安定株主の比率が高いので、基準日株主と総会日株主の乖離がそれほど問題

にならなかっただけであり、安定株主比率の減少と共に、実際に問題になってい

くはず。（総５６・総会①） 
・基準日を総会日に近づけようとした場合、アメリカ式に招集通知を受け取る株主

と議決権を行使する株主を同じにするか、それともヨーロッパ式に、そこは分け
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ても構わないとするか、検討が必要。なお、おそらく、分けるという考え方を採

用する場合には会社法の改正が必要となるのではないか。個人的には、アメリカ

式にするとしても、基準日が 3 ヶ月前から 2 ヶ月前になり、改善になると思うが、

ヨーロッパ型の制度も検討の価値はある。（総５７・総会①） 
・4 点目≪基準日を例えば 5 月末に設定した場合の、抽象的に考えられるメリットの

1 つ≫として、基準日と株主総会日との期間が短くなることで、株主総会日に株主

でない者が株主総会で議決権を行使することが少なくなり、株主総会の意思決定

の質が高まる効果が期待できる。（総１８８・総会③） 
・株主権の中の議決権というのは極めて重要な権利だとするならば、できるだけ総

会に近い人が行使すべきという会社法学者による共通のコンセンサスがある。（研

６９・研究会①） 
・基準日について、国際的な観点と個人投資家が現実にはどう考えているのかとい

う点をもう少し考慮した方が良いのではないか。国際的には、基準日と決算日が

等しい方が特殊で有り、国際経験が豊かな投資家であれば、日本の現状を変える

ことに違和感を持つと言うよりは、むしろ現状に違和感を持つ人の方が多いので

はないか。（総２９７・総会④） 
・また、個人投資家の観点からは、基準日＝決算日というのは、法律の実務を行っ

ている者がそれに慣れているので、普通の投資家もそう考えていると思い込んで

いるという側面があるのではないか。個人投資家にとっては、それが決まってい

るから受け入れているだけであり、変わってもまたそれを受け入れるという人が

多いのではないか。むしろ、投資家としては、どれだけ配当されるかという点が

大事で、いつが基準日かという点は大して大事ではないのではないか。こうした

点からも、現状にとらわれず、よりよい方向を目指すという形で議論してはどう

かと思う。（総２９８・総会④）・≪機関投資家グループからのレター≫④基準日

について、株主総会と基準日が 3 か月は長すぎるため、例えば、最大 3 週間程度

にしてほしい。（総３０７・総会④） 
・基準日から総会までの期間を短縮する。長くても、3 週間から 4 週間に短縮するこ

とが望ましい。（総３１６・総会④） 
 

●英国を参考にした基準日設定の可能性 
・イギリスの基準日や招集通知の送付タイミング等をみると、最初に議題を株主に

提示し、議案の内容を勘案して総会前に株式を売る権利を株主に与えているよう

に見える。（研２６・研究会①） 
・また、議決権行使をするのも基本的にはその時点の株主となっているように見え

る。他方、日本の場合は期末の株主が議決権をもっており、その後売却した場合

でも議決権を行使できる建付けとなっている。（研２７・研究会①） 
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・イギリスのように２日前の基準日とし、２日で株主が入れ替わるというのは総会

運営上実務的にはほとんど機能しないため、何の意味の基準日か分からない。（研

４９・研究会①） 
・イギリスは２日というのが議決権行使の基準日となっている。我が国でも従来あ

った無記名株券を２日前に預けておかないと議決権が行使できないという制度を

イギリス等でとってきた歴史がある。２日前に株券を預けさせるというのは、株

主総会の時に株主の地位を失っていないことを確認、確保するためであり、２日

前が基準といっても、株主総会の段階では売却できているということがないよう

に制度を作っている。（研５６・研究会①） 
 

●その他 
・株主総会は、かつては決算の承認と利益処分という側面があったが、今はもう決

算は報告でよく、取締役の任期を１年にすれば取締役会で配当も決議できるので、

最終的には株主総会は取締役の選解任だけが目的なのか、という気がしている。

そうだとすると、基準日は 3 月末にこだわる必要はないと思う。（開２５・開示①） 
 
（７）基準日と総会の期間延長の可能性 

●基準日から４ヶ月の総会開催 
・単純な方法としては、今の会社法の「基準日の有効期間 3 カ月」を 4 カ月等に延

ばすことがあるのではないか。（研２０・研究会①） 
・総会開催日を３ヶ月から４ヶ月に延長していく動きについては、企業として選択

肢が増えること、会場確保の問題も減ることから、反論はない。（総９・総会①） 
・しかし、基準日という点について、基準日が現状、3 ヶ月程度であり、現状でも、

英国等に比べると長く、株主総会開催日を後ろ倒しにすると、更に基準日から株

主総会開催日までの期間が長くなる。株式事務の面では良いが、権利の面の手当

てはどうするかという問題がある。（総２８７・総会④） 
 
（８）基準日慣行について 

●基準日慣行は、計算書類の確定という商法概念 
・日本において基準日がなぜ決算日と一緒であるかは、定時株主総会の歴史、つま

り計算書類の確定という概念が会社法、商法にはあったため。他方で、現在の会

社法、会計監査人設置会社においては特則があり、計算書類は株主総会では報告

事項となる。この点、現在では計算に関しては対話の場と考えることが出来る。（研

７０・研究会①） 
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（９）視点・留意点－①全般 

●開示書類の統一、日程、電子化は関連 
・開示書類の統一、日程、電子化は関連する。（総５１・総会①） 
 

●総会運営、議決権行使、投資家との対話を単一方法で解決する難しさ 
・株主総会の運営、議決権行使、投資家との対話という３つのテーマを１つのソリ

ューションで解決しようというのは中々難しいのではないか。（総１３５・総会②） 
 

●基準日、年度開示、監査、招集通知の総合的検討の必要性 
・年度開示については、監査報告書あるいは年次報告書と基準日、招集通知の関係

を見ると、日本は定時総会までの日数が各国と比べて短く、また、基準日の考え

方が諸外国とは異なっている。年次報告書における監査と会社法監査をどのよう

に考えるか、基準日をどのように考えるか等、大きな問題と思われるので、株主

総会のあり方検討分科会と一体となって検討していくべき。（開１００・開示②） 
 

●基準日、総会日をずらす費用便益検討の重要性 
・3 月決算会社について、基準日を 3 月末にする必要は制度上なく、諸外国の実務慣

行からしても若干特殊なので、例えば、基準日を 5 月末として、7 月中旬以降に株

主総会を開催すれば、開催スケジュールに余裕ができ、また、基準日と総会日の

株主の乖離も今より小さくなるとの議論をかつてしたところ。この点のコストと

ベネフィットについて、実質的な審議ができれば幸い。（総１８４・総会③） 
・株主総会の基準日をずらし、株主総会の開催日自体をずらすことにどれだけのメ

リットがあるのか、ずらすことによって生じる他の諸事象のデメリットと十分比

較勘案して検討する必要がある。（総２３６・総会③） 
 
●総会の 7 月開催による対話促進の可否 

・基準日を延長し、（3 月決算会社について）7 月開催を可能にすることが対話促進

に資するのかは議論が必要。（総１０・総会①） 
 
（１０）視点・留意点－②実務面での影響 

●役員選任に関する論点 
・日本の株主総会の権限が大きいこと（取締役選任、配当の決定等）が、企業の足

かせとなっている。株主総会で取締役会を選任するとした場合、総会の日が遅く

なると、翌期が半年程度進んだ段階で業務執行者が変わるという弊害がある。（総

２２・総会①） 
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・例えば、（3 月決算で）7 月に株主総会を開催すると、役員の選任時期が今よりも 1
ヶ月後ずれする。この点については、一時的な混乱以上の恒久的な問題が生じる

かどうかを検討する必要がある。（総１９０・総会③） 
・日本では、マネジメントボードとスーパーバイザリーボードが兼任している状況

の中で、基準日や株主総会開催日を遅らせた場合、マネジメントボードを（3 月決

算の場合）7 月に選任することになるため、そこまでして総会日をずらすニーズが

どこまであるかも検討する必要がある。（総２４１・総会③） 
 
●配当と議決権の基準日一致の効率性 

・日本では、個人株主が多い。現在、配当基準日と議決権基準日が同じであるが、

これにより生じている効率性が有り、典型的なものは、議決権行使結果の通知書

と配当計算書の同一タイミングでの送付。これらの基準日を分けてしまうと、複

数回の郵送や属性確認など、事務手続の増加という点への検討が必要となる。（総

６３・総会①） 
・配当にかかる源泉徴収の為の計算期間 3 ヶ月は短縮することは今の実務状況では

難しいと考えられる。この結果、配当基準日と議決権行使基準日を異なる日に設

定した場合、事務的な不効率が生じることから、配当基準日と議決権行使基準日

とは同じ日にする前提は維持して検討することになろう。（総２３９・総会③） 
・議決権行使と配当の基準日を分けることについて、総会出席は容易になるが、全

てを電子化しない限り、これらの基準日を分けた場合、通知のための印刷、封筒、

郵送代等のコストがかかることから、この点についても考慮する必要がある。（総

２２３・総会③） 
 

●基準日変更に伴う配当等の実務への影響 
・現在の≪株主総会プロセスに係る≫制度における実務的スケジュールについては、

多くのルールに縛られている。株主総会開催日や基準日を延ばすことができるよ

うにすれば良いというものではなく、周辺実務への影響（どこがネックになって

いるか）等も考慮する必要がある。（総２１・総会①） 
・株主総会開催日と基準日が変わることにより混乱が生じる可能性がある。（総１８

９・総会③） 
・配当基準日と議決権基準日をそろえることにした場合、配当の支払時期が遅くな

るが、遅くなることで実質的に問題が生じるか議論する必要がある。（総１９１・

総会③） 
・振替株式の場合、基準日の設定に制限がある。証券保管振替機構、日本郵便など

関係者の意見集約が必要。（総２２４・総会③） 
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（１１）視点・留意点－③総会支援実務の実態 

●信託銀行やシステム等の総会実務 
・定時株主総会の開催、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、株主総会に係る議論に

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

する必要がある。（総１０３・総会②） 
・機関投資家は、５営業日前までに議決権行使の決定を行い、その後は、資産管理

信託銀行に任せ、その後の管理は資産管理信託銀行が行うと思われる。機関投資

家による議決権行使の取り纏めを行っている資産管理信託銀行の実務が重要なポ

イントになると考えられる。（総１２７・総会②） 
・信託銀行では、資産管理業務を担っており、投資家側の議決権行使事務を行って

いるが、書面を前提として運営している。（総２６４・総会④） 
・株主総会までのスケジュールとしては、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。常任代理人（資産管理信

託等）は、投資一任業者に、受領したら速やかに、遅くとも株主総会の 8 営業日

前までには、招集通知・議決権行使書面を郵送している。資産管理信託業務は株

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、これを集計したうえ遅くとも同日中に郵送準備まで完了している。この結果、

投資一任業者における決議内容の検討期間は、実質的には 3 営業日程度しか確保

できない。（総２６５・総会④） 
 

●現状の株主配当事務 
・信託銀行では、証券代行業務（株主管理、配当金送金事務等）を行っている。配

当の手続は、保振（証券保管振替機構）から株主名簿を入手してから、株主の属

性に基づいて源泉税を計算し、配当関係書類を作成することであるが、決算日よ

り約３ヶ月要する。株主総会の開催日や基準日が変わった結果、配当諸手続の準

備期間が３ヶ月よりも短くなると、代行事務が時間的に厳しくなる。（総１６・総

会①） 
・定時株主総会の基準日の株主データを証券会社から保振（証券保管振替機構）に

集約し、株主名簿管理人に、このデータが渡される。その後、株主名簿管理人で

は、それぞれの株主から提出される申告書に基づき、各株主の属性を区分し、属

性毎の税率を確定する作業を行うが、ここまでで１ヶ月程度の期間を要する。こ

の後、株式数及び発行会社が決定した配当単価に基づき配当金及び実際の税額の

算出を行う。（総１００・総会②） 
・株主側の配当金の受取り方法は、振込と領収証による窓口受取りの方法があり、
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それにより、送金するためのデータのやり取りや、印刷物の手配があり、発行会

社や印刷会社と調整を進めていく。（総１０１・総会②） 
・このように、基準日の株主を決定してから決議通知の発送まで、3 ヶ月程度を要す

るという実態がある。（総１０２・総会②） 
 
 

１１．実質株主等の総会出席    

（１）現状 
●日本の株主総会の出席・時間・質問状況 
・株主総会の開催状況について、所要時間として１時間以内に終了している会社が

多く今年は 70.4％、昨年、一昨年で 72％程度。3 時間超の会社もあり、2 時間以

上の会社は毎年 4％程度ある。（総１７２・総会③） 
・株主総会の出席者数が、100 名未満の会社が過半数（60％程度）を占めている。

100 名未満の会社の場合、出席者の多くは、社員株主、OB 株主、取引先が多いよ

うである。株主総会の出席者数が 1,000 名以上の会社は、4～5％程度ある。（総１

７３・総会③） 
・株主総会時において、株主からの質問がある会社は 7 割弱であり、3 割の会社は発

言がない状況になっている。株主からの質問がある会社のうち、質問者数が 3 人

未満という会社が過半数を占めている。一方、10 人以上から質問がある会社は、

14％程度ある。（総１７４・総会③） 
・以上から、出席株主数が 100 名未満で 1 時間以内に株主総会が終了して質問も 3
名以内という会社がある一方で、出席が 1,000 名以上で時間も 2 時間以上かけて

質問も 10名以上から出ている大規模な株主総会を開催されている会社もある。（総

１７５・総会③） 
 

（２）海外の状況 
●ドイツのコードの総会時間の規定 
・≪ドイツのガバナンス・コードにおける株主総会の開催≫時間に関する規定≪「議

長は通常の株主総会を 4 時間から最大でも 6 時間で終了すべきである」という規

定≫は、勧告規定や義務規定ではなく、緩やかな運用の目安であり、厳格に運用

されているものではないと考えられる。（総１２４・総会②） 
 

●欧州における実質株主の総会出席 
・実質株主の制度がある国の活用の程度を確認したところ、英国では年に数社程度

が活用している。（総３１９・総会④） 
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・オランダでも数社程度。オランダでは、市場の株式の約 75%を機関投資家が保有

しており、そのほぼすべてが参加している Enumedion という機関投資家団体があ

るあり、その団体では特殊な制度がある。１人の投資家がその団体に所属する他

の投資家の持分を代表して株主総会に出席し、議決権行使を行うと、複数の投資

家が発言し、議決権を集団的に行使するという仕組みがある。運用面では、カス

トディ銀行が中心になっている。機関投資家自身が株主総会に出る場合、数週間

以上前の段階で、機関投資家がカストディ銀行に対して、株主総会に出席したい

旨を通知し、カストディ銀行から企業に実質株主が出席したい旨を伝達し、カス

トディ銀行から、入場券が機関投資家に送付され、これをもって株主総会に出席

する。カストディ銀行は、実質株主が株主総会に主席している場合は、実質株主

の議決権分を差し引いた数の議決権行使内容を会社に伝達する。この結果、カス

トディ銀行に負担がかかる仕組みになっている。（総３２０・総会④） 
 

（３）総会参加に関する評価 
●総会参加は個人株主が主 

・従来、海外の機関投資家に着目した議論が多かったが、個人株主割合も 3 割程度

あり、株主総会の出席者の殆どは個人株主である。このため、事前のコミュニケ

ーションについては主に機関投資家を対象とし、株主総会当日は個人株主に主眼

を置く、という整理をして対応に努めているのが≪自社の≫現状。（総９１・総会

②） 
・株主総会の運営を考えた場合、どのような株主を想定するかという点は一番重要。

これまでのご指摘のように、個人を非常に意識した運営も一つあるはず。（総１３

４・総会②） 
・個人株主にとっては、個人投資家向けの会社説明会はあるものの、株主総会が、

経営者と対話できる重要な場となっている。このため、当社では、株主総会では

スライドを使ってプレゼンテーションを行うなど、会社の業績等を分かり易く説

明するようにしている。（総８７・総会②） 
・個人株主については、年間を通じて企業と対話する機会がないため、株主総会で、

対話をしてほしいと思う。（総１４８・総会②） 
・投資家に情報開示で何が必要かを質問すると、決算報告書に関してというより、

株主総会にサラリーマン投資家も参加させてほしい、せめて質疑応答も含めて株

主総会の動画を同日中の夜までに掲載してほしいという声や、情報格差がないよ

う、個人投資家向けに、決算説明会の動画を、質疑応答を含めて、当日中にアッ

プしてほしいという声を聞く。（開９４・開示②） 
・海外の株主総会の出席状況について、アメリカ、フランス、イタリア、スペイン、

ブラジルの状況について確認したところ、日本と類似しており、機関投資家は議
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論となるような特殊な議案が無い限りは、議決権行使しても株主総会自体には出

席せず、株主総会に出席する株主の多くは個人投資家であり、人数的にも一部の

企業を除いて、さほど多くの株主が参加するわけではないとのことである。（総２

２０・総会③） 
 
●機関投資家の総会出席 

・株主総会の集中がばらけた場合に、機関投資家は株主総会に参加するというイン

センティブが本当にあるのか、あらためて確認したい。（総１４９・総会②） 
・株主総会が分散されると、本当に、機関投資家は株主総会に出席するようになる

かに疑問がある。機関投資家は、年間を通して、企業と対話をしているため、株

主総会に出席する必要性を感じていないように思う。（総１４７・総会②） 
・機関投資家は、株主総会をエンゲージメントの中の１つのイベントとして考えて

いるのではないか。スチュワードシップ責任を果たす際、議決権行使は行うが、

必ずしも有事以外の場合は、積極的に株主総会に出席しないといけないと認識し

ていないのではないか。（総１９９・総会③） 
・議決権割合の高い、機関投資家や海外投資家は、通常、株主総会に出席していな

いと考えられる。このため、議決権行使と株主総会の出席とは、必ずしもリンク

していない。（総９７・総会②） 
・実質株主の出席について、強いニーズは無いのではないか。株主総会に出席しな

ければ、機関投資家の業務に支障をきたすとは思わない。議決権行使自体は、事

前投票ができ、議案内容についての理解や対話も企業のディスクローズ、年間の

IR 活動、会社との直接のコンタクト等で足りる。（総３３０・総会④） 
・海外投資家（ある年金基金）からは、台湾と香港の総会に出たことがあり、日本

の総会にも出たいという声があるが、来日しても投資先企業が忙しく、投資先企

業担当者から会えないことと、言語の問題があることから、出席しない状況にあ

るが、それらの問題が解決される仕組みになれば、機会とタイミングが合えば株

主総会への参加を検討しているようである。（総３２１・総会④） 
 

●報告の場としての総会 
・株主総会のあり方を検討するに際しては、臨時総会が対象なのか定時総会が対象

なのかで議論が異なる。前者は何かを決める場であり、対話というより対峙とい

う側面が強いが、後者であれば、何かを決める場であると共に、報告を聞くプロ

セスでもあり、そこに対話が成立する余地がある。（研６８・研究会①） 
・現在の会社法、会計監査人設置会社においては特則があり、計算書類は株主総会

では報告事項となる。この点、現在では計算に関しては対話の場と考えることが

出来る。（研７１・研究会①） 
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●その他 
・株主総会については、投資先企業に対するモニター及び建設的な対話をする上で

非常に大事な場である。（研③・研究会①） 
・株主総会は、重要な場であると認識している。総会の対話は現実的ではないが、

機関投資家の中には総会に参加することに意義があるという人もいる。株主総会

で意見するわけではないが、例えば、社長がどう振る舞うかを見ている。自分の

言葉で話しているのか、台本通りで進めているのか等を見ている。（総４８・総会

①） 
・総会が大切でないと最初から認識してしまうと、企業の総会運営がますます形式

主義に陥る。このため、実際に、株主総会に出る投資家を呼んで、株主総会のど

こに注目しているか、何を期待するのかをヒアリングするのも良いのではないか。

（総４９・総会①） 
 
（４）実質株主の総会出席問題 

●実質株主への対応は企業ごとに違い 
・実質株主の株主総会出席については、法律上、明文の定めがなく、各社の実務上

の対応は分かれている。（総２００・総会③） 
・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、殆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。実質株主の株主総

会への出席について、対応方法が分かれるのは、法的な面により制限される可能

性があるとの考え方によるものと考えられる。また、議決権行使の際の集計に関

する事務上の問題も実務上の障害となっている。ただし、実質株主からの事前に

申し出があったケースは、2.1%程度であり、殆どの会社において、事前の申し出

はない。（総１８１・総会③） 
・日本企業において、海外の実質株主より株主総会への出席を打診されるケースに

おいて、会社側は対応方法が定まっていない。株主総会への出席は認めても質問

等の株主権の行使を認めない状況が多いようである。（総２２１・総会③） 
・実務的に、実質株主の出席について悩んだことはない。それは、①数が少ないこ

と、②事前に発行会社に通知されれば、出席させている会社が多いのではないか。

株主総会には、メディア等、株主以外の者も出席していることから、抵抗感が少

ない。（総３２３・総会④） 
 

●実質株主の総会出席手段確保の重要性 
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・実質株主の参加について、実質株主は重要な議題がある場合や、懸念事項があっ

た場合には株主総会に参加する権利を有しておきたいものと考えられる。実際に、

毎回、株主総会に出席するかどうかは別として、株主総会出席の手段を確保、明

確にしておくことが重要なのではないか。（総２４７・総会③） 
・≪ACGA からのレター≫実質株主が株主総会に出席することに困難が伴う。この

状況は、特定のアジア地域でも残っている問題ではあるが、そのような地域でも、

解決に向けて大きく前進していることから、日本でも解決することを期待する。

（総３１８・総会④） 
・一方、海外投資家は、過去のケースを見ると、株主総会において発言するために

出席するというよりも、投資先の株主総会の様子を確認する為に、他の用事と併

せて来日した際に出席するケースが多かった。（総２２１・総会③） 
 

●実質株主の総会出席に伴う法的リスク 
・実質株主が株主総会を攪乱させる可能性は低く、経済的利益を追求すると考えら

れることから、実質株主が株主総会に出席させるようにするべきであり、逆に委

任状があるときに出席を拒絶することも法的にリスクがあると考えられる。総会

を撹乱しないことから代理人の株主総会出席を認めるべきところ認めなかったと

いうことで決議の方法に瑕疵がある、という下級審判例があるが、株主総会に出

席させたことにより決議に瑕疵があるという事例は無いと考えられる。（総２１

２・総会③） 
・また、諸外国の法制等を考慮すると、株主提案した実質株主が総会に出席するこ

とについて法的に不確実性があるというのは、投資家にとってはショッキングな

くらい株主に対してアンフレンドリーと見られる可能性がある。（総２１３・総会

③） 
・現状、株主総会出席の資格があるかどうか分からない者が出席し、議決権行使等

した場合、株主総会決議自体の取り消し等の可能性があり、そのリスクを取って

まで出席させることについては、実務上躊躇している向きが多い。（総２０２・総

会③） 
 

●実質株主の証明・確認 
・実質株主の議決権行使に関して、実務的には名義株主に対して招集通知が送付さ

れ、そこから実質株主に対して、出席意思の有無を確認することとなると考えら

れる。招集通知の受領から株主総会の開催までの期間が短い中での実務的な対応

方法を検討する必要があるが、実務的な方法を示唆し、条件整備を行うことが有

用である。（総２２２・総会③） 
・≪実質株主の総会出席については、≫実務的に委任状と実質株主の証明をもって
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株主総会へ実質株主が出席している状況にある。しかし、株主総会の当日に、急

に実質株主であることを証明して、株主総会に出席しようとした場合、混乱する

ことが想定されることから、実質株主の要請があった際には、事前に話し合う必

要がある。（総２３２・総会③） 
・実質株主は名義株主から代理権を与えられ、自らが実質株主であり、かつ名義株

主から代理権を与えられたということを証明すれば総会に出席できるという法解

釈のもと、例えば株主総会日の余裕を持った日程で名義株主から書面をもって代

理権を証明してもらう実務ができれば、実質株主でも株主総会に出席する慣行が

形成されるのではないか。（総２１４・総会③） 
・実質株主の株主総会への出席については、「出席」という以上、単なる傍聴ではな

いという前提。となると、名義株主からの委任状を持参することが必須であり、

名義株主からの委任状があることで株主総会攪乱のおそれがないことが、かなり

担保されることとなる。（総２３０・総会③） 
・実質株主の出席権について、現在の会社法制では、名義株主の代理人として実質

株主が出席することを認めるか否かの問題と考えられる。事実上すべての会社の

定款において、代理人は株主に限る旨の定めがある。判例では、このような定款

規定を制限的に解釈しており、この定款規定は株主総会の攪乱を防ぐことが趣旨

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、定

款規定は適用されず、株主総会に出席させることができると解釈されており、会

社は、出席を認めなければならない。（総２１１・総会③） 
・実質株主が議決権行使した場合、形式的には名義株主が議決権の不統一行使をし

たこととなることから、名義株主のどの議決権部分に対応する議決権を行使した

かを明確にする必要がある。（総２３１・総会③） 
・実質株主の特定は、発行会社側からは困難であり、特に、常任代理人やグローバ

ルカストディアン以降の方の特定は非常に困難。（総３２５・総会④） 
・議決権の二重行使についても、対応を常任代理人やカストディアンに任せること

となるが、実務的にどこまで確認でき、例えば事前行使を取り下げ当日の行使に

回すようなことが実務的にどれほど負担になるのか、といった点も考慮が必要な

ポイントではないか。（総３２６・総会④） 
 

●実質株主の総会出席ガイドラインの必要性 
・この対応策としては、3 つの選択肢が考えられ、1 つ目≪実質株主の総会出席を認

めた場合の法的リスクを回避するための方法の 1 つ≫は、法律の改正が不要であ

る方法であり、会社が任意に名義株主の代理人として実質株主の株主総会への出

席・議決権行使を認めることができ、そのことについて、法的に瑕疵が生じない

条件をソフトローで整備することが考えられる。短期的には、この方法で対応す
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ればよいのではないか（総２０３・総会③） 
・株主総会実務については、企業は超がつくほど慎重に対応するため、会社側が任

意で実質株主が出席し、議決権行使等をできるようにする上では、単にベストプ

ラクティスを示し、企業の自発的、自主的対応に任せるとするだけでは、改善が

進まないのでソフトローによるガイドライン等を示す対応を行うべきである。（総

２０６・総会③） 
・実質株主の株主総会出席に関する基本方針を定めていない会社については、基本

方針を定めることが有用ではないか。そのためのソフトローを整備することが限

界ではないか。（総２３３・総会③） 
・実質株主の議決権行使については、現状では、そもそも権利が無いことから、権

利がないところに道筋をつける必要がある。実務上のガイドライン、ガイダンス

等が必要ではないか。受け入れる会社側に混乱が生じると本末転倒なため、会社

が受け入れやすくするために、どのようなエビデンスを実質株主が持参しなけれ

ばならないか等を定める必要がある。（総２５０・総会③） 
・株主総会資料の早期 Web 開示や実質株主の出席などの実務的な点について、法的

な論点、実務的な対応方法も含め社会に示すことが必要。こうした点については、

株懇において様々法的な点も含めて論点整理をして頂き、社会に示していくこと

が大事なのではないか。（総３３３・総会④） 
 

●その他 
・どのような株主を想定するかという点について、会社法においては、株主名簿に

名前が出てくる人が株主という考え方が伝統的にあるが、現在は株主名簿に名前

が出てこない機関投資家、ノミニー等を通じて実質的に資金を出している人、運

用している人の存在感が大きい。このような実質株主が株主総会を対話の手段と

して使うことができるのか、できるとすれば、どのように対話をするか考える必

要がある。（総１２６・総会②） 
・日本では、基本的には法律上の株主が主役になっている。他方、イギリスのガバ

ナンス・コードにおいては、投資家・（実質的な）株主と企業とのコミュニケーシ

ョンのツールとして株主総会を利用することとされている。日本では機関投資家

が議決権行使の指図しかできないため、こうした株主総会のコミュニケーション

を反映した法律・制度の改正ないし実務の変更を検討する必要があるのではない

か。（研３９・研究会①） 
・株主総会は、対話の場になっていないのは、制度上の制約に起因する。英国では、

機関投資家（実質株主）が株主総会に多く出席しているという調査結果がある。

機関投資家が、株主総会に出る機会が確立されれば、株主総会を通じて対話が促

進されるのではないか。（総２０・総会①） 
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・株主提案権について、実質株主が名義株主から代理行使を認める委任状を取得し

たうえで、株主提案権を行使することはできると考えられる。実質株主の議決権

について事前行使であれば、ICJ が運営する「機関投資家向け議決権行使プラット

フォーム」を利用すれば、会社への直接行使に近い形で行うことができる。これ

らを考慮すると、株主総会において、実質株主の出席を認めないという結論にす

るとすれば、バランスを欠く。（総２０１・総会③） 
・2 つ目の方法≪実質株主の総会出席を認めた場合の法的リスクを回避するための方

法の 1 つ≫は、会社が任意に実質株主の株主総会への出席・議決権行使を認める

ことができ、そのことについて、法的に瑕疵が生じない条件を法的に整備≪する

ことが考えられる。≫（総２０４・総会③） 
・3 つ目の方法≪実質株主の総会出席を認めた場合の法的リスクを回避するための方

法の 1 つ≫として、実質株主名簿を作成し、全ての会社の実質株主に総会の出席・

議決権行使を認める条件を法的に整備することが考えられる。2 つ目、3 つ目の方

法は、法律の改正が必要であることから時間を要するが、短期的対応のみではな

く、中長期的な対応策も含めて検討することが必要。そのような視点を含めなけ

れば、投資家サイドに受け入れられないのではないか。（総２０５・総会③） 
・実質株主の株主総会出席に関する必要性について慎重に考える必要がある。実質

株主は広い概念であり、実質株主が株主名簿に記載しない正当性について考える

必要がある。例えば、多く投資している機関投資家の場合、投資の都度、名簿に

記載することが困難との実務的な話があり、この事例のように名簿に記載しない

正当性がある株主と、正当性が無い株主とで議論を分ける必要がある。（総２２

９・総会③） 
 

（５）議決権行使者へのアクセス 
●企業から議決権行使責任者へのアクセス課題 
・企業から機関投資家、特に議決権行使の責任者にアクセスできるか、という問題

がある。（研５２・研究会①） 
●英国はにおける機関投資家に対する通知義務 

・イギリスでは、一定の比率を持った機関投資家は、誰がどういう形で議決権行使

を決めているかという点を企業に知らせなければならない。（研５３・研究会①） 
 
 

１２．株主提案権について 

（１）状況 
●日本の株主提案は個人が主、 少数の企業で 
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・株主提案権の使われ方として、「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つのケースがこれまで多く見られ、この点の評価に

ついては、様々議論があると思われる。（総１１１・総会②） 
・株主提案権について、20 件程度が付議されている。株主提案行使件数として、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。（総１８２・総会③） 
・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。（総１８３・総会③） 
 

●米国における提案権は対話ツール 
・取締役・取締役会と株主総会との権限分配に関する動きは、米国における特徴的

状況である。米国では、専門的な事項は取締役が判断しなければならないと考え

ているが、他方どこかで、投資家や株主の意見を経営に反映しないといけないと

いう考え方がある。つまり、経営者は全ての権限を持っているが、それだけでは

会社のコントロールは成り立たない。株主の意見を経営に反映させる余地を残し

たいという考えが、株主提案権という形に現れているのだろう。（総１２１・総会

②） 
・株主提案について、米国と日本では意味合いが異なり、日本では定款変更など株

主総会の決議事項が広いが、米国では Say on pay でアンケートをとっているだけ

に近い状況。この結果、米国ではコミュニケーションツールとなりうる。一方、

日本では定款変更議案のような形で法的に決議する必要があるという違いがある。

（総２４３・総会③） 
 
（２）株主提案権の制限 

●提案権に一定のルール必要 
・株主提案権の行使についても、議論が必要。提案権が多く行使された場合、株主

総会決議事項か否かの判断、各株主への通知等、企業側の対応にも時間を要する

ことになる。（総１５・総会①） 
・一人の株主が一社で数多くの株主提案をする状況は問題である。いろんなところ

にネガティブインパクトを与える。例えば、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しようとして、制度変更などにより、株主提案をすることが

困難になると、適切な内容の提案を適切な数だけ、提案する株主までもがなんか

らのデメリットを受ける恐れがある。よって、そうなる前に、一人の株主が一社

で数多くの株主提案をする状況は改善できないものか。（総５０・総会①） 
・株主提案権については、機関投資家の立場からも、本当に会社の価値向上につな

がるものと思えないような提案が、相当数提出されているように感じる。海外の
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投資家からも、不思議な市場に思われると思う。株主提案権について全てを制限

するということではないが、もう少しバランスの良い方向にもっていくことを検

討しても良いのではないか。（総１５４・総会②） 
・株主提案権について、議案数が多くなれば、議決権行使書面、招集通知に記載事

項のボリュームが多くなることから、提案権を制限せずとも、何らかの配慮は実

務的観点から必要ではないか。（総２２８・総会③） 
・株主提案権による議案が多くあげられるが、内容的に似ているものも多くある。

よく似た議案はまとめられないか検討する必要がある。（総２３・総会①） 
・有益な対話の機会とするためにも、株主提案に関する一定の規制、ルールを設け

ることは必要ではないか。（総９０・総会②） 
・株主提案について、株主総会で総株主の議決権の 10 分の 1 以上の賛成が得られず、

否決された場合、最低、3 年間は同一議案として提出できないということになって

いるが、実態は、この条文は適用されたことはないのではないか。実務のために

ガイダンスが必要ではないか。（総１４３・総会②） 
・株主提案については、提案数を制限することが改善策として一番実現可能性が高

く、多くの場合、妥当な結果が得られるのではないか。内容制限（業務執行事項

について制限する等）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。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出来る提案の数はそれ程多いわけではない

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考えている。（総５８・総会①） 
・株主提案権については、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

ているが、欧米ではそこまでやっていない。この費用負担についても議論する必

要がある。（総６７・総会①） 
・改正当時は、株主提案権については、持株要件があることで、ある程度の濫用は

防げるのではないかと考えられていた。改正作業の当時から、会社として適切で

はない株主提案を排除できないか検討されていたが、結局、濫用的な提案に対す

る特段の立法措置はなされず、会社としては株主の意見に真摯に対応すべきだと

考えられてきた。こうした考え方は、当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。（総１１０・総会②） 
・現在の問題は、その≪株主提案権の≫濫用が目に余るのではないか、という点で

ある。例えば、荒唐無稽な提案や企業として処理に困る提案が大量になされると

いうものである。なお、その提案の多くは、定款変更を求めるものである。すな

わち、経営裁量を縛るような内容を定款に書かせて企業に影響力を行使していく

という提案が多かったというのが特徴である。このような状況がある中で、持株
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要件以外に歯止めをかけることができないことが本当に良いのか、が問題である。

むろん一般条項による排除は可能であるものの、それでは制約が非常に厳しいた

め、現場が対応に困る状況があり得ると言うことになる。こうした点が、株主提

案権のあり方を考えるときに問題となるのではないか。（総１１２・総会②） 
・株主提案権について、総株主の議決権の 100 分の 1 以上の議決権又は 300 個以上

の議決権という持株要件があるが、単元株引下げにより、300 個の議決権はハード

ルが低い。（総１４２・総会②） 
・アメリカの提案権は、総株式の 1%又は 2,000USD 以上を継続して 1 年間株式を保

有することが持株要件となっている。2,000USD 以上という要件は、比較的緩いも

のではあるが、株主提案は１つに限定されている。この点では日本と比べると、

厳しい制約となっている。（総１１３・総会②） 
・ドイツ≪の提案権≫は、基本資本金の 5%又は 500,000EUR の持株要件が課され

ており、形式要件的に、日本に比べて、かなり厳しいものになっている。また、

業務執行事項について、関与することができないことから、内容も限定される。（総

１１４・総会②） 
・株主提案について、その重要性についてはメンバーの間で異論はないものと思わ

れる。問題は、重要ではあるが、今まで各人の良識に任せて運用してきたところ、

１人の株主が何十もの提案するようなケースが複数出てきて、それについて現行

法で中々手当が出来ていないという現状が見えてきたので、この点を正常化する

必要があるのではないかと言うこと。この点は是非議論をしてもよいのではない

か。（総３２４・総会④） 
・株主提案権については、1 人の方がどれだけ提案できるのかという点については検

討する必要があるのではないか。（総３２７・総会④） 
・株主提案の制限については、自分たちの権利の制約という面はあるものの、そう

いう立場であっても濫用的とみられるものが実態としてあると認識。現状でも株

主提案権には要件が付されているという点で制約があるのであり、その制約のレ

ベルを現実的なものにするということについては、基本的に理解を示している。

（総３３１・総会④） 
・≪機関投資家グループからのレター≫⑤株主提案について、株主の権利と企業の

管理コスト、双方のバランスを取って考えて欲しい。（総３０８・総会④） 
 

●提案権の制限を慎重に検討する必要性 
・株主提案権の制限は、慎重にすべき。日本では、経営者が株式を持っていないこ

とが多い中で、株主が会社に対する影響を残すことを担保することは非常に重要。

（総１５６・総会②） 
・極端な考え方としては、取締役の選任議案については、一定の要件を満たす株主
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に持たせ、会社は、取締役の選任提案はできないようにする。この結果、取締役

のバックグラウンドを企業側から株主に説明させることに繋がる。実際に、株主

提案どおり実務を行うことは難しいが、株主提案の効果はそれほど重要と考える。

（総１５７・総会②） 
・株主提案は殆ど行われておらず、使われたとしても意図しないおかしな使われ方

をしている状況であるが、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、制限すると言うよりはむしろ、アメ

リカ的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り、

制限する動きは慎重にすべき。（総２１０・総会③） 
・日本では経営者と株主との間のコネクション、ブリッジが米国等と比べると薄く、

株主提案権は、非常に重要なツールであることから、株主提案権について制限す

ることには慎重であるべき。（総３２２・総会④） 
 
●その他 

・株主提案の費用負担について、米国では、提案者の費用負担となるという違いも

ある。（総２４４・総会③） 
・株主提案の法律上の締切りは株主総会の８週間前までとなっているが、直前に届

いた場合、招集通知の発送自体が遅れる可能性が発生するといった問題もある。

（総３２８・総会④） 
・株主数が多い会社にあっては、提案の可決否決に拘らず会社が全て費用を負担す

るという観点から、招集通知で株主提案に対してどこまでのページ数を割けるの

か、何議案までであれば議決権行使書に記載可能かという点についても、検討の

ポイントになり得るのではないか。（総３２９・総会④） 
 

 

１３．株主総会の権限 

（１）歴史的経緯等 
●日本における経営者権限の考え方 
・我が国の会社法上、株主総会は、法律に規定する事項及び定款に定めた事項を決

議することができる、というのが原則となっている。これは昭和 25 年に入った規

定であるが、この背景は、株主は会社の所有者的地位にあり、会社の全ての意思

決定は本来株主が決定するべきであるという前提に立っている。ただし、株主や

株主総会が全部決めることに限界があることから、取締役会は、株主が行う意思

決定の一部の委譲を受けているという建付けになっている。この前提で、必要に

応じて定款において株主総会の決議事項を追加することができる仕組となってい
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る。株主総会の権限事項及び取締役会又は代表取締役の権限事項は表裏の関係に

ある。このため、株主総会で何を決めさせるかを考えることは、裏返して言うと、

経営者に何を決めさせるか、どういう権限を持たせるかを考えることに等しい。

経営者の権限は、株主から権限を委譲されたものというのが、日本の考え方であ

り、非常に特徴的な点である。（総１０４・総会②） 
 

●昭和５６年商法改正の目的 
・日本における株主提案権について、取締役会設置会社については、持株要件が付

いている。この制度は、昭和 56 年商法改正により導入され、その後 30 年強の期

間、運用されてきた。商法改正時のスタンスとして、株主総会は、社会とのつな

がりを示すものであって、会社が開かれた存在であることのシンボルになってい

るという発想があり、そして株主総会の運営を開かれたものとするために、法改

正が行われた。また、総会屋の排除及びシャンシャン総会とならないように、会

議体機能を正常化し、意思決定に株主の意向を反映させるという発想もあった。

このような背景から、利益供与規定による総会屋の排除、議長権限の明定、取締

役等の説明義務、株主提案権、株主総会に出席しない場合でも会社の意思決定に

関与するための書面投票制度等の改正が行われた。（総１０９・総会②） 
 

（２）総会と取締役会の権限 
●日本における総会権限大きさ 

・株主総会で議論することが多すぎないか、又は、他に議論すべきことは無いか等

の株主総会の根本的な部分を検討する必要がある。（総１１・総会①） 
・≪株主が何を決めるかという≫「権限」の側面については、昭和 25 年改正のさら

に古い層が残っており、株主が非常に決定権限を強く持っている。特に、定款に

留保すれば何でも決められることになっており、おそらくこの点は日本の会社法

の特徴的な部分と思われる。（総３６・総会①） 
 

●米国における総会と取締役会の権限 
・米国では、経営決定権限は、そもそも取締役又は取締役会が持っているものであ

り、株主総会から委譲をされているものではないと考えられている。これは、19
世紀末から 20 世紀にかけて、株式会社の規模が大きくなる中で、会社の業務事項

の決定は、取締役が自らの責任において行うべきだという考え方が浸透したこと

による。ただし、州の会社法では、取締役又は取締役会が有する権限について、

株主総会で決めることを特別に認めるよう定款で定めることができるものとされ

ている。これは、考え方の方向性としては日本と逆である。（総１０５・総会②） 
・米国で、経営判断原則が発展した背景には、先のように専門家である経営者の判
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断を尊重しなければならないという考え方が存在したこともあるだろう。そして

この考え方は、株主代表訴訟のあり方等にも影響を及ぼしうる。（総１０８・総会

②） 
・≪米国において≫取締役会にある程度固有の権限を与えようという考え方が固ま

っていくのは、1930 年代ころまでである。この当時も社外取締役は存在したが、

現在のような意味でのコーポレートガバナンスの意味合いは強くなかったと思わ

れる。今日につながる社外取締役の考え方については、1960 年代から 70 年代に

かけて、米国企業の不祥事が増加し、社外取締役を導入して、取締役会の監督機

能を果たすことが求められたことに由来していると考えられる。（総１１８・総会

②） 
 

●ドイツにおける総会と取締役会の権限 
・ドイツでは、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、日本同様

に法律及び定款で定められた事項について決定することができるとされているが、

業務執行に関する事項は定款であっても株主総会は決めることができない。この

考え方は、米国同様に、19 世紀末から 20 世紀にかけてドイツの株式会社が巨大化

する中で生まれたものである。米国と違う点は、株主の指図は高度な経営意思決

定を行ううえで好ましくないという価値判断から、これを排除するという考え方

がより明確に出ている点である。仮に株主が業務執行に関与したい場合は、有限

会社制度を採用すべきこととなる。（総１０６・総会②） 
 

●総会とスーパーバイザリーボード権限見直しの必要性 
・周辺の論点も併せて検討する必要がある。各国との比較において、日本の株主総

会の決定事項が多すぎるという根本問題。これは日本ではスーパーバイザリーボ

ードの機能が弱く、マネジメントボードで発生する利益相反処理を株主に任せて

いるためであるが、株主総会とスーパーバイザリーボードの役割分担が大きな論

点。（研５０・研究会①） 
・株主提案の範囲が広すぎることについては昔から問題となっており、機関投資家

からも日本の株主提案制度の射程が広すぎることが問題であるという意見を良く

聞く。法制度全体の仕組みとして、もう少し、スーパーバイザリーボードに任せ

る部分が必要で、日本の会社法の建て付けで今まで何でも株主総会に投げていた

ところを変えていく必要があるのではないか。平成 14 年改正で委員会設置会社を

入れた際に、監査役会設置会社と差異を設けた総会権限の一部委譲が行われたが、

こうした施策を今一度、スーパーバイザリーボードを機能強化した会社について

行っても良いのでは。（総６６・総会①） 
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●その他 
・この点≪定款に留保すれば株主総会で何でも決められる点≫については、株主提

案権の問題と相まって、企業に様々難しい問題をもたらしている。定款に何処ま

で留保できるかと言うことも含め、株主総会の権限をスリム化していくという点

について、検討の対象としてはどうか。我が国の株主構成は比較的分散が進んで

おり、そうだとすると株主が様々決められるという制度は合理的ではないとも思

われるので、そうした点も合わせて検討してはどうか。（総３７・総会①） 
・総会の決議事項が広いという問題は、定款が１つしかないという点に起因する部

分もあるはず。定款を二層化させ、総会で決める定款と、欧米のバイローズ

（by-laws）のように、スーパーバイザリーボードで決める定款とを分けていくこ

とも考えられないか。そうすると総会で決めるべき事項も適正化できる。欧米で

の定款の仕組みがどのような形となっているか、チェックしておくべき。日本の

問題例の一つとして、スーパーバイザリーボードの一翼を担っている会計監査人

の責任限定が定款変更事項になっているので、3 分の 2 の賛成が得られず、責任限

定契約を入れられないという状況になっている。（総６８・総会①） 
・これまでの実務の方々からのお話を伺っていると、実は大事なのは、株主が何を

決めるかという議論であり、何を決めるかにあたってのプロセスが大事。（総３

３・総会①） 
・これまでの総会関連の前提条件で日本が変えられるのか変えられないのかという

点が二つ。一つが 3 月末の決算日の人が配当をもらえるという社会通念。もう一

つが、経営陣・マネジメントボードが 7 月にかわっていいのかという社会通念。

海外でも半年ぐらいして変わっているかもしれないが、総会で選んでいるのはマ

ネジメントボードなのかスーパーバイザリーボードなのか、任期はどうなってい

るのか、といったことについて、海外の状況等も確認する必要がある。おそらく

海外の総会が選んでいるのはスーパーバイザリーボードであって、しかもその任

期は１年でなく 3 年とかで、しかもフランスとか国によってはガバナンスコード

で期差制を推奨している国さえある。これに対して日本はマネジメントボードを

総会で選んで任期 1 年から 2 年としている、スーパーバイザリーボードのほうは

委員会設置会社の取締役でさえも任期は１年となっており、こうした違いが役員

選任における総会の役割の重要な差異として影響しているのではないか。（総６

５・総会①） 
・このように考えたとき≪日本では、経営者の権限は株主から権限を委譲されたも

のと考えられている一方、米国では、経営決定権限はそもそも取締役又は取締役

会が持っているものと考えられており、ドイツでは、取締役は株主から独立した

固有の業務執行権限を有しているとされている点を考えると≫、株主総会の権限
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について考え得る一つの論点は、取締役会又は取締役の業務執行に関する権限は、

株主との関係でどのように位置づけられるかという点である。この点については、

日本の従来からの考え方のように、取締役会又は取締役の権限は、株主総会から

委譲されたものという考え方もあり得る。あるいは、少なくとも一定規模会社の

場合は、会社経営は、経営の専門家である経営者に委ね、株主総会は基本的に介

入できないという方向も一つの考え方である。（総１０７・総会②） 
・基準日の議論にあわせて、配当金の決定機関を、株主総会とするか取締役会とす

るかを示すことは有用。（総２２５・総会③） 
・また、定款自治ではあるものの、定款に何を書いても良いという状態・現在の制

度についても、少し検討する余地があるのではないか。（総３２７・総会④） 
 

（３）株主総会の権限見直し 
●総会の権限と会議体としての側面 

・日本の株主総会の議論は、会議の部分を意識した議論が多い。そもそも株主総会

には二つのフェーズがあり、株主が何を決めるかという権限に関する側面と、い

つどのような形で決めるかという、会議を開いてものを決める側面があり、これ

らは分けて議論すべき。（総３２・総会①） 
 

●日本における総会での株主保護 
・日本の総会制度は、実は「会議」のほうに着目して制度を建て付けており、ずい

ぶん古い層が残っていて、昭和 25 年改正と昭和 56 年改正の制度がそのまま残っ

ている。特に、昭和 56 年改正では、「会議」にかなり注目した改正をしており、

話題に出ている株主提案権、あるいは取締役の説明義務が規定され、こうした点

に注目がなされてきた。当時は総会屋対策という側面から以上の点に対する注目

が集まったものの、現状では、総会屋のような存在は意識しなくてよくなりつつ

ある。（総３４・総会①） 
・寧ろ、建設的に企業と投資家との間で対話をしていくということになると、こう

した「会議」に着目して制度をどうするのかという点は一旦脇に置くべきだろう。

つまり、これまで「会議」の中で過度に株主保護が図られている部分について、

おそらく見直していかなければいけないのではないか。極論すれば、会議を開か

なければいけないのかという点も合わせて見直す必要。（総３５・総会①） 
 

以 上 


