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これまでの意見整理 
2015 年 1 月 

Ⅰ．総論 
１．企業と投資家の対話について………………………………………………1 
（１）現状 

●短期の投資機会以外難しかった日本市場 
●対話に関する意識の高まり 

（２）問題提起 
●対話促進に向けた議論の必要性 
●コーポレートガバナンス・コードとのリンクが必要 

（３）対話のポイント 
●企業・投資家の受託者責任の重要性 
●企業の対話・開示への姿勢も投資情報 

（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 
●日本の個人投資家の投資視点 
●海外投資家はシンプルで明快な解決策を期待 

（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 
●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 
●アナリストのあるべき役割 

（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 
●対話を促進する目的の中での総会のあり方検討 
●長期投資家の対話意識と環境づくりの重要性 

（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 
●規模に応じたルールの検討 
●その他 

（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 
●それぞれの制度目的等の整理の必要性 
●金商法の投資家と会社法の株主の違い 
●他国の状況の参照方法 

（９）その他 
●ＩＲ人材育成の重要性 

資料３－１ 
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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……………………………………………………12 
（１）全般 

●投資家ニーズに合った情報開示の必要性 
（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 
●個人投資家にとっての媒介者の重要性 
●個人にとって有報読み込み困難 

（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 
●長期投資家にも頻度ある開示へのニーズ 
●IFRS 導入に伴う開示要請 
●投資家ニーズの多様性 
●自由度拡大と抑えておくべき事項の二本立て 
●その他 

（４）投資家が求める開示内容 
●ＭＤ＆Ａ情報の内容不足 
●投資家は非財務情報も重視 
●単体情報に基づく配当可能額のチェック 

（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 
●米国ＳＥＣが前提とする「洗練された投資家」 
 

３．年度開示の制度間設計………………………………………………………...20  
（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 
●三つの開示問題解決の必要性 
●投資家・アナリストから見た重複開示の問題 
●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 

（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 
●Ｊ－ＳＯＸと会社法監査の整合性 
●異時点開示見直しの必要性 
●二元監査問題解決の必要性 

（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 
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●法定開示と比較したアニュアルレポートの位置づけ 
●法定開示とアニュアルレポートとの一体化 

（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 
●仏国における参照方式 

（５）時期のずれを前提とした開示内容の整理   
（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 
●開示資料の連結への一本化 
●注記等の簡素化の必要性 
●目論見書のやり方を参考にした法定開示 
      

４．有価証券報告書について………………………………………………………..35 
（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 
●確定情報としての有報の利用 
●有報の統一様式の利便性 

（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 
●投資家への説明は有報ではなく別資料を利用 

（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 
●有報の総会前提出の障害検討の必要性 
●有報の総会前提出に向けた方策 

（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 
●会社法と金商法の時期の違いの大きさ 

（５）その他 
●有報の提出期限に関する検討 

 
５．総会関係書類等の電子化（株主総会にも関連）……………………………….42 

（１）現状 
●招集通知のホームページ掲載企業は 7 割程度 
●Web 開示の利用は 3 割弱で内容は注記表 

（２）総会書類の電子開示全般 
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●議案 Web 開示を促進する必要性 
●Web 開示による開示充実の利点 
●その他 

（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 
●発送前 Web 開示ガイダンスの必要性 
●任意 Web 開示の法的位置づけ 
●その他 

（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 
●米国を参考とした招集通知電子化の可能性 
●デジタル・デバイド問題の現実性 
●招集通知電子化による早期の情報提供 
●電子化によるコスト削減等 
●Web 開示によるみなし提供の拡大 
●その他 

（５）その他開示書類の電子化 
●任意開示の電子化 

（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 
●電子行使に対するニーズ 
●電子行使の利便性と効率化 
 

６．決算発表・短信について………………………………………………………….53 
（１）開示の性質 

●適時開示と法定開示の性質の違い 
（２）現状 

●短信を提出するタイミング 
●短信の開示実態に企業間で差 

（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 
●早期化と信頼性のバランス 
●適時開示を企業が自ら考える重要性 
●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 

（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 
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●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 
 

７．業績予想………………………………………………………………………59 
（１）業績予想の検討の論点 

●業績予想開示は実務上窮屈 
●業績予想廃止を検討すべき 
●業績予想廃止慎重に 
●その他 

 
８．四半期開示について…………………………………………………………..60 
（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 
●四半期情報の有用性の薄さ 
●四半期は中長期の進捗確認であるべき 

（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 
●四半期一本化の具体的な方法 
●四半期一本化は必要情報をもらさない形で 

（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 
●早期化と信頼性のバランス 

（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 
●市場区分等に応じた開示要請の可能性 

（５）その他 
●四半期開示に伴うアナリストへの影響 
●IFRS 開示要請と四半期開示の負担 

 
 
Ⅲ．株主総会関係 
９．総会プロセスにおける対話…………………………………………………..69 

（１）総会に関する企業の見方 
●総会にかかる労力 
●法律事項遂行の場としての総会 
●総会の得票率の重要性向上 

 



6 
 

（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 
●総会と投資行動の関係検証の必要性 
●総会での株主意向反映の重要性 
●日本企業のガバナンス・総会に関する海外投資家の意見 

（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 
●海外機関投資家の議決権行使の実務 

（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 
●機関投資家との平時の対話重要性 
●その他 

（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 

（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 
●信託、助言機関に対話促進の役割期待 

（７）その他 
●株主との対話に企業努力余地   
   

１０．株主総会日・基準日について………………………………………………75  
（１）現状・背景 

●招集通知の送付タイミング 
●会社法監査のタイミング 

（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 

（３）議案検討のための期間確保 
●総会前の議案検討時間の不足 
●期間確保による議案検討充実の可能性 
●株主検討期間確保のための総会日の再検討 
●対話期間確保に企業努力余地  
●その他 

（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 
●開示と監査の時間確保の必要性 

（５）総会後ろ倒しと開示・監査の一本化 
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●総会後ろ倒しによる開示一本化の可能性 
（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 
●英国を参考にした基準日設定の可能性 
●その他 

（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 

（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 

（９）視点・留意点－①全般 
●開示書類の統一、日程、電子化は関連 
●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 
●基準日、年度開示、監査、招集通知の総合的検討の必要性 
●基準日、総会日をずらす費用便益検討の重要性 
●総会の 7 月開催による対話促進の可否 

（１０）視点・留意点－②実務面での影響 
●役員選任に関する論点 
●配当と議決権の基準日一致の効率性 
●基準日変更に伴う配当等の実務への影響 

（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 
●現状の株主配当事務 

 
１１．実質株主等の総会出席……………………………………………………..89 
（１）現状 

●日本の株主総会の出席・時間・質問状況 
（２）海外の状況 

●ドイツのコードの総会時間の規定 
●欧州における実質株主の総会出席状況 

（３）総会参加に関する評価 
●総会参加は個人株主が主 
●機関投資家の総会出席 
●報告の場としての総会 
●その他 

（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 
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●実質株主の総会出席手段確保の重要性 
●実質株主の総会出席に伴う法的リスク 
●実質株主の証明・確認 
●実質株主の総会出席ガイドラインの必要性 
●その他 

（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 
●英国における機関投資家に対する通知義務 

 
１２．株主提案権について………………………………………………………96 
（１）状況 

●日本の株主提案は個人が主、 少数の企業で 
●米国における提案権は対話ツール 

（２）株主提案権の制限 
●提案権に一定のルール必要 
●提案権の制限を慎重に検討する必要性 
●その他 

 
１３．株主総会の権限…………………………………………………………..100 
（１）歴史的経緯等 

●日本における経営者権限の考え方 
●昭和５６年商法改正の目的 

（２）総会と取締役会の権限 
●日本における総会権限大きさ 
●米国における総会と取締役会の権限 
●ドイツにおける総会と取締役会の権限 
●総会とスーパーバイザリーボード権限見直しの必要性 
●その他 

（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 
●日本における総会での株主保護 
 
 

（注）（研○○・研究会●）は第●回・対話促進研究会の○○番目（通番）のご発言、（総

□□・総会■）は第■回・総会分科会の□□番目（通番）のご発言、（開△△・開示▲）

は第▲回・開示分科会の△△番目（通番）のご発言であることを意味。 


