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序章  

我が国の証券市場は、経済の発展とともに拡大してきた。特に株式保有割合

の高い機関投資家の影響は大きく、企業と機関投資家それぞれのあるべき姿が

問われ始めている。また 2000 年代後半の金融危機による日本経済へのダメー

ジは長く続き、2012 年第 2 次安倍政権は、成長戦略を打ち出すことで復興を図5 

った。この一環として金融庁は 2014 年 2 月に「スチュワードシップ・コード」、

2017 年 5 月にその改訂版を、金融庁・東京証券取引所が 2015 年 3 月に「コー

ポレートガバナンス・コード」、そして 2018 年 6 月にその改訂版を公表した。

両コードは「車の両輪」を成し、企業の持続的な成長と中長期的な企業価値向

上を促している。  10 

日本のこれらのコードは 2010 年に世界で初めて策定を行った英国のコード

を踏襲している。英国は度重なる企業不祥事を機にガバナンス議論が活発化し、

金融危機を経た後は、企業に対してだけでなく株式を保有する側の投資家に対

しても、短期利益主義の撤廃やエンゲージメント活動の推奨などの議論が進ん

だ。また、コードは存在しないものの、米国においても同様の議論や規制は発15 

展しており、他の欧米諸国においても企業と機関投資家の建設的な対話に向け

た試みが進み始めている。これらの流れにより、世界的に「モノ言う株主」と

して企業に働きかける機関投資家が増加しており、さらなる環境整備が求めら

れている。  

またこういった企業の働きかけ方も、従来は一般的に企業の調査・分析を詳20 

細に行うアクティブ運用アセットマネージャーのみが注力していたが、近年は

アセットオーナーやパッシブ運用のアセットマネージャーに対してもそのスチ

ュワードシップ責任が問われるように世間の流れが変化してきている。  

本稿では、まず第 1 章において機関投資家やその活動、証券市場について定

義を行い、歴史的な推移を考察し、スチュワードシップ・コードとコーポレー25 

トガバナンス・コードの 2 つの視点から諸外国との比較を行う。第 2 章では機

関投資家と関わりのあるエンゲージメントと議決権行使助言サービス会社につ

いて見ていき、株主総会及び企業の情報開示に関して現状を述べる。第 3 章で

は現状における課題を提示、第 4 章では我々の考える日本のあるべき姿を示し、

第 5 章でそれらの課題に対する提言を行う。  30 
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第 1 章  機関投資家と証券市場の動向（定義・歴史・現状）  

 本章では、日本における機関投資家と証券市場の定義や動向について述べ、

スチュワードシップ・コードとコーポレートガバナンス・コードを諸外国の現

状を交えながら論じる。  

 5 

第 1 節  機関投資家・証券市場について  

本節では機関投資家、ユニバーサル・オーナー及びモノ言う株主の定義・歴

史などを確認する。  

 

機関投資家とは  10 

機関投資家とは、顧客から預かった大量の資金を国債や債券、株式等で運用

する大口法人投資家のことである。具体的には、銀行や投資信託会社、投資顧

問会社、信用金庫、年金機関、生命・損害保険会社などが挙げられる。投資手

法として、パッシブ運用とアクティブ運用の 2 種類に分けられる。パッシブ運

用は投資信託などの運用手法による分類のひとつで、運用目標とされる日経平15 

均株価や TOPIX などに連動する運用成果を目標とする運用手法のことだ。アク

ティブ運用は、目安となる指数を上回る運用成績を目標とする運用手法である。 

顧客から預かった資金の元手は運用機関によって異なるが、投資信託会社で

は投資信託を購入した顧客らの資金であり、生命・損害保険会社においては加

入者である顧客の保険料収入が元手となる。これらの資金の運用方法は、機関20 

投資家全体で見ると中長期的な運用が大半を占めており、特に生命・損害保険

会社は元本をできるだけ損なわない、国債や債券など長期投資を主とするもの

への投資比率が高い傾向にある。一方で、株式の短期的な売買を繰り返し行う

ことで収益を生み出す運用をする企業もある。総体的に機関投資家は巨額の資

金をまとめて運用することから、相場形成に非常に大きな影響力を与え、市場25 

における存在感は大きいとされている。また、先に述べたように大半が長期運

用、かつリスク管理が厳格で、顧客に対する運用の説明責任を要するため手堅

い運用となる傾向にあると言える。  

一般に機関投資家は、「アセットオーナー」と「アセットマネージャー」の大

きく 2 つに分けられる。アセットオーナーとは年金基金など資産を保有する者30 
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を指し、アセットマネージャーとはその資産を運用する会社を指す。すなわち、

アセットオーナーとアセットマネージャーは資産運用の委託・受託関係にある。

通常、企業に対し議決権行使やエンゲージメントを行うのは基本的にアセット

マネージャーであるが、スチュワードシップ・コードはアセットオーナーに対

しても、「最終受益者の利益の確保のため、可能な限り自らスチュワードシップ5 

活動に取り組むべきである。また、自ら直接的に議決権行使を含むスチュワー

ドシップ活動を行わない場合には、運用機関に、実効的なスチュワードシップ

活動を行うよう求めるべきである。 1」といった指針を立てている。  

さて、次に株式保有構造の点から機関投資家を見ていく。1975 年頃から株式

保有構造での割合を低下させているのが、個人投資家である（図表 1）。したが10 

って、機関投資家の割合は相対的に増加しており、その影響力が年々大きくな

っていることが分かる。また、外国法人の比率が増加傾向にあり、海外投資家

らが日本市場へもたらす影響の大きさも感じられる。  

 

図表 1 株式保有比率の推移  15 

 

 

東京証券取引所 (2018)「2017 年度株式分布状況調査の調査結果について」

より筆者作成  

                                                   
1 金融庁(2017)「「責任ある機関投資家」の諸原則」  
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ユニバーサル・オーナー  

ESG 投資 2が世界的に広がってきた現在、 ESG 投資を積極的に推進する巨大な

公的年金の間でユニバーサル・オーナーと呼ばれる考えが浸透している。ユニ

バーサル・オーナーとは、中長期的な視点から巨額の運用資産を幅広い銘柄に

分散投資を行う投資家の置かれた状況を表した言葉である。日本では、年金積5 

立金管理運用独立行政法人（ GPIF）がユニバーサル・オーナーに値する。世界

的には、米国のカリフォルニア州職員退職年金基金やノルウェーのノルウェー

政府年金基金がユニバーサル・オーナーとしての存在を高めている。  

ユニバーサル・オーナーは幅広い銘柄を保有しているため、個々の会社の業

績や株価だけを注視するのではなく、経済全体が持続的に成長するか、市場が10 

健全に機能するかという点に注目する。このような視点で、企業に対して積極

的に働きかけエンゲージメントを行うことが特徴だ。従来は、パッシブ運用を

行う上で企業に対してエンゲージメントを行うことは少なかったが、ユニバー

サル・オーナーは「環境・社会・経済に対して責任を持ち自らエンゲージメン

トを通してそこから利益を得ていくべきだ」という考えを持っている。  15 

実際に、株式運用において 9 割がパッシブ運用である GPIF は、ESG への取り

組みを合理的なものとするためにステークホルダーとのエンゲージメントを積

極的に行っている。その中でも運用会社へのエンゲージメント活動に 2017 年

以降注力し始めており、今後もその活躍が期待できる。  

 20 

モノ言う株主とその歴史的推移  

本稿においてモノ言う株主とは、「受託者責任を全うし、長期的な利益を追求

するために、議決権行使・株主提言、経営陣との対話や交渉といったエンゲー

ジメント活動を通じて企業に対し経営の見直しを求めることで、結果的に企業

の中長期的な企業価値を向上させる株主」と定義する。初めにモノ言う株主の25 

歴史的経緯を確認する。  

                                                   
2 環境(Environment)・社会(Social)・企業統治 (Governance)に配慮している

企業を重視・選別して行う投資を指す。（野村證券「証券用語解説」）  
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まず戦後では、 GHQ による財閥解体等の株式分散を背景に、事業会社等によ

って経営権の獲得を目的とした株式の買い占めが起こった。これに対し企業側

は銀行を中心とした株式持ち合いを行い、株主構造の安定化を図った。  

しかし、戦後からバブル崩壊に至るまで強化・維持されてきた銀行等による

株式持ち合いは、1990 年に起こったバブル崩壊により転機を迎えた。その要因5 

の 1 つは、株の売却が盛んに行われたことが挙げられる。株式を売却した目的

として、銀行では不良債権処理の損失補填など、事業会社では収益低下の補填

などが考えられる。加えて、 1993 年に導入された BIS 規制 3や、 2001 年に制定

された銀行等の株式等の保有の制限に関する法律により、株式持ち合いの解消

が大きく進展した。  10 

この株式持ち合い解消を背景に、投資ファンドを主体とする株式大量取得が

行われた。株主還元の強化が主な要求事項であり、一定割合の株式を保有して

いることを武器に、対象企業に対し敵対的 TOB や委任状合戦などにより揺さぶ

りをかけ、最終的には株式を高値で売りぬき短期的な利益を得ることを目的と

していた。  15 

その中でも代表的なファンドとして村上ファンドを挙げる。村上ファンド

は、村上氏が 1999 年 10 月に立ち上げた MAC、MAC アセットマネジメント、 M＆

A コンサルティングなどで組織された投資グループの総称である。村上氏は

2002 年の東京スタイル事件で世間の注目を集め、その後 2003 年にニッポン放

送、2004 年に住友倉庫、 2005 年にタカラや  東京放送、阪神電気鉄道などの株20 

式を次々に取得し、積極的な姿勢で「モノ言う株主」として経営陣と対立し

た。しかし、2006 年にニッポン放送株のインサイダー取引容疑で村上氏が逮

捕され、ファンドは解散することとなった。  村上ファンドは 2006 年 3 月末時

点で 4444 億円を運用しており、そのうち 3705 億円が海外から、残り 739 億円

が日本国内からの出資だったといわれている。 4 25 

                                                   
3 バーゼル銀行監督委員会で合意された、国際銀行業務を行なう金融機関の自

己資本比率規制に関する国際的な統一基準のこと  
4 日本経済新聞 夕刊（ 2006 年 6 月 8 日）「村上ファンド、資産残高４４４４

億円、３月末、海外投資家の資金流入。」  
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2010 年代以降では、コーポレートガバナンス・コードやスチュワードシップ・

コードなど政府による企業統治改革の推進を背景に、再び「モノ言う株主」が

活発化し始めた。世界的に金融規制緩和が進み「カネ余り」な状況であること

から、海外機関投資家が日本企業に注目していることも大きな要因である。フ

ァンドが取得する株式は 5％未満が一般的であり、自身の提言や意見表明に一5 

般株主を巻き込んだ大きな流れを作ることで影響力を確保する。この現代機関

投資家の特徴として、企業価値の最大化を通じた中長期的・間接的な利益を目

的としていることや、経営陣との対話を重視することが挙げられる。  

まず、企業価値の最大化を通じた中長期的・間接的な利益を目的としている

ことに関しては、会社に対して提言する内容も自己資本利益率の改善や株主還10 

元の充実など、経営状況やコーポレートガバナンスの強化といった企業統治改

革につながる内容であることが多い。次に、経営陣との対話を重視することに

関しては、経営陣との直接的な攻防よりも、非公式に経営陣との面会を求め議

論を行うことやレターの送付など、企業経営陣との対話を試みる方法を採る。

モノ言う株主が保有する日本株は１兆 6000 億円弱と過去最高水準（図表 2）に15 

あり、今後もさらなる活発化が期待される。  

 

図表  2 モノ言う株主が保有する日本株の時価総額  

 

７ 20 

 

日本経済新聞(2018)「進化するモノ言う株主  日本株の保有額最高」より筆者

作成 
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第 2 節  スチュワードシップ・コード  

本節では英国と日本のスチュワードシップ・コードの現状・歴史を見ていく。  

 

英国のスチュワードシップ・コード  

英国のスチュワードシップ・コードは、2010 年英国政府及びウォーカー報告5 

書から要請を受けた FRC5が作成し発表した。これは、当時の ISC6が作成した機

関投資家の責任コードを、ほぼ変えることなく反映したものであった。  

スチュワードシップ・コードの目的は、株主の受け取る長期的なリターンの

増進、機関投資家と企業間における対話の質の向上により、企業や投資家、経

済全体に恩恵をもたらすことである。コードは 7 つの原則によって構成されて10 

おり、2012 年に 1 度改定が行われた。また、日本でも取り入れられたコンプ

ライ・オア・エクスプレイン及びプリンシプルベース・アプローチの方法が採

用されている。コンプライ・オア・エクスプレインとは、原則を実施する場合

には受け入れの表明を行い、 1 つの原則でも実施しない場合には理由を十分に

説明しなければならないというものである。プリンシプルベース・アプローチ15 

は機関投資家自身の活動が形式的な行動ではなく、その時々の状況に合わせて

異なった形でスチュワードシップ責任を適切に果たすことを求めることであ

る。原則は英国上場会社の株式を保有し、英国で登録された機関投資家らに対

して適用される。  

英国のスチュワードシップ・コードは他国に先立って策定されており、今後20 

も様々な国々に広がりを見せていくコードへとなっていくだろう。  

 

日本のスチュワードシップ・コード  

1 節で機関投資家は受託者責任を全うしなければならないことに触れたが、

スチュワードシップ・コードはこの受託者責任を果たすための行動規範である。25 

加えて、建設的な対話を通じて企業の持続的成長と企業価値向上を促すことで、

顧客の中長期的な投資リターンの拡大、経済全体の発展という責任を果たすた

                                                   
5 Financial Reporting Council の略称。投資促進に向けたコーポレートガバ

ナンスや企業開示の改善に向けた取り組みを行う独立機関  
6 Institutional Shareholders’Committee の略称  
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めの規範でもある。スチュワードシップ・コードの対象となる機関は日本の上

場株式に投資する機関投資家、及び機関投資家から業務委託される議決権行使

助言会社となっている。  

まず初めに、日本におけるスチュワードシップ・コードの誕生に関して述べ

る。日本版スチュワードシップ・コードは、2012 年 9 月に英国で策定されたス5 

チュワードシップ・コードを規範として、 2014 年 2 月 26 日に策定された。背

景には、アベノミクスの「第三の矢」として成長戦略を定める「日本再興戦略」

の存在が大きい。これを受けて 2018 年 8 月 31 日現在、233 の機関投資家らが

各企業のホームページに行動指針を明記し、スチュワードシップ・コードへの

賛同を表明している。また英国同様に、コンプライ・オア・エクスプレインと10 

プリンシプルベース・アプローチが採用されている。  

次に、スチュワードシップ・コードの 7 つの原則について述べていく。図表

3 よりこの 7 つの原則は、投資先企業の持続的成長を促すことで顧客の中長期

的なリターンの拡大を図ることを前提としており、機関投資家らに求められて

いるものである。  15 

 

図表  3 スチュワードシップ・コードの 7 つの原則  

 

金融庁（2017）「「責任ある機関投資家」の諸原則」より筆者作成  
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これら 7 つの原則によって日本のスチュワードシップ・コードは構成されて

いる。改定の目安は 3 年ごととされており、直近では 2017 年 5 月に改訂され

た。今回の改定の主なポイントはアセットオーナーによる実効的なチェックや

運用機関のガバナンス体制の整備・利益相反の防止などである。  

 5 

第 3 節  コーポレートガバナンス・コード  

本節では英国・米国・日本のコーポレートガバナンスの現状・歴史を見てい

く。 

 

英国のコーポレートガバナンス・コード  10 

英国のコーポレートガバナンスに関する歴史を追いつつ、コーポレートガバ

ナンス・コードがどのようなものであるのかについて言及する。   

英国のコーポレートガバナンス・コードの嚆矢は、1992 年のキャドバリー報

告書である。1998 年から、キャドバリー報告書、グリーンブリー報告書及びハ

ンペル報告書が統合され、上場会社のコーポレートガバナンスの望ましいあり15 

方が統合規範として示された。これがリーマン・ショックに端を発する世界的

な金融危機を受け、大きく変わることとなった。英国では、このような金融危

機の発生はコーポレートガバナンスの欠如が原因であると考え、ウォーカー報

告書の勧告を踏まえて、2010 年にそれまでの統合規範を、①投資する側を対象

とする「スチュワードシップ・コード」と、②投資される側を対象とする「コ20 

ーポレートガバナンス・コード」の 2 つに分けて策定した。策定の目的は、企

業の長期的な成功をもたらすことができるような、効果的で企業家精神に富み、

注意深い経営を促進することにある 7。コンプライ・オア・エクスプレインが採

られているという特徴がある。    

JETRO によると、 2018 年 7 月 16 日に行われた改定では、従業員の経営参加25 

を含む 4 点を重視している。主な変更点としては、①企業、株主及び利害関係

者（ステークホルダー）間の関係強化する点、②健全な企業文化に沿った明確

な目的と戦略を持つ点、③取締役会の人員構成の質の向上と多様化という点、

                                                   
7 金融庁（2014）「英国・コーポレート・ガバナンス・コード (仮訳)」 
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④釣り合いが取れ、長期的な成功につながる報酬体系を構築する点が挙げられ

る。改訂版コードは、2019 年 1 月 1 日以降に開始される会計年度から適用され

る。議会では大企業を対象に CEO と一般従業員の報酬比率の公表を義務付ける

ことを含む 2018 年会社規則案が審議中であり、成立すれば 2019 年 1 月 1 日以

降に開始される会計年度から適用される見込みだ 8。  5 

 

米国のコーポレートガバナンス  

米国には、欧州や日本のようなコーポレートガバナンス・コードは存在して

いないが、NYSE 規制や NASDAQ 規制といった取引所の規制によって、コーポレ

ートガバナンスに関する措置が要求されている。さらに米国証券取引委員会10 

(SEC)は株主総会招集通知において、リスクの管理や取締役会のリーダーシッ

プ・多様性といった、取締役及び取締役会に関する情報開示を要求している。

コーポレートガバナンス・コードにおけるコンプライ・オア・エクスプレイン

とは異なり、全ての米国上場企業はこれら取引所の規則に必ず従うことが求め

られている。  15 

米国では 2007～ 08 年にかけて発生した金融危機において、再度ガバナンス

に関する問題点が露わとなった。そこで金融危機に対応し金融規制監督を大幅

に強化するため、 2010 年に「金融規制改革法（ドッド＝フランク法）」が成立

した。内容は、大規模な金融機関に対する規制の強化や金融システムを監視す

る金融安定監督評議会の設置、金融機関の破綻処理ルールの策定、銀行のリス20 

クのある取引への規制など多岐にわたる。  

しかし 2018 年 5 月 24 日、ドナルド・トランプ大統領が「経済成長・規制緩

和及び消費者保護法案」に署名したことにより、ドッド＝フランク法の部分的

な改正がなされた。この内容は後に述べる金融選択法案（通称、チョイス法案）

と比べると、規制緩和の度合いという点ではかなり抑制されたものであるが、25 

規制強化からの転換として 1 つの節目となるだろう。  

このようにコードの制定をせずとも、数々の規制や法案により米国のコーポ

レートガバナンスは発展している。さらに、 GM、GE、JP モルガンチェイス

                                                   
8 JETRO（2018）「コーポレートガバナンスコードが改定に（英国）」  



13 

 

等、米国を代表する大手企業の CEO やキャピタルグループ、ブラックロック

等、運用機関のトップらで構成されたグループにより、コーポレートガバナン

スのあり方についての意見を表明した「 Commonsense Principles of 

Corporate Governance」が発表 9されるなど、現在においても米国のコーポレ

ートガバナンスは進化し続けている。  5 

 

日本のコーポレートガバナンス・コード  

コーポレートガバナンスは、一般的に企業統治と訳され、近年注目度を高め

ている。  

コーポレートガバナンス・コードの原案においては、「『コーポレートガバ10 

ナンス』とは、会社が、株主をはじめ  顧客・従業員・地域社会等の立場を踏ま

えた上で、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組みを意味す

る。10」と述べられており、これは攻めのガバナンスとも言われている。日本の

コーポレートガバナンス・コードは 5 つの原則によって成り立っている (図表

4)。 15 

 

図表 4 コーポレートガバナンス・コードの５つの原則  

 

 

 20 

金融庁（2014）「コーポレートガバナンス・コード原案」より筆者作成  

                                                   
9 大和総研（2016）「米国のコーポレートガバナンス改革～大手企業と運用機

関が共同で提言書を発表～」  
10 金融庁 コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議

（2014）「コーポレートガバナンス・コード原案」  
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今までの企業経営のあり方の変化に伴い、コーポレートガバナンスが重視さ

れるようになった過程について述べる。  

先に述べたように、バブルが崩壊する以前に主流であった日本的経営では銀

行が最大の債権者であり、事業拡大が企業の最大の関心となっていた。そのた

め、地域社会といったステークホルダーとの関係構築はあまり重視されていな5 

かった。しかし 1990 年代に入ると、バブル崩壊による株式保有構造の転換や

BIS 規制、企業不祥事への対応などが重視されるようになり、資本市場の透明

化を求められたことからコーポレートガバナンスへの関心も高まっていった。

2000 年以降にはアメリカを模倣してエージェンシー問題解決のためにガバナ

ンスを強化したものの、エンロン事件 11が起こり日本でもガバナンス体制の改10 

善が求められた。そこで 2014 年 2 月に、英国スチュワードシップ・コードを参

考に「『責任ある機関投資家』の諸原則日本版スチュワードシップ・コード」が

策定された。その後、「日本再興戦略」の一環として、 2015 年 6 月には「コー

ポレートガバナンス・コード」が東京証券取引所によって策定された。  

  15 

                                                   
112001 年 10 月に発覚した、アメリカ合衆国の多角的大企業であったエンロン

社の不正会計事件。総合エネルギー取引と IT ビジネスを行っていたエンロン

社が、特定目的会社を使った簿外取引により、決算上の利益を水増し計上して

いたことが分かり、 2001 年 12 月に経営破綻に追い込まれ、世界の株式市場に

大きな衝撃を与えた  
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第 2 章  現状  

 本章では、機関投資家の行動や企業の株主総会と情報開示について言及する。 

 

第 1 節  機関投資家の行動  

本節では機関投資家が行うエンゲージメント及びそれに付随して議決権行使5 

助言会社に関して述べていく。  

 

エンゲージメント  

近年注目を浴びているエンゲージメントについて取り上げる。エンゲージメ

ントとは企業との建設的な「目的を持った対話」を意味し、その発端は 2006 年10 

に策定された国連責任投資原則（ Principles for Responsible Investment, PRI）

において、株主行動が原則として定められたことにある。この原則に署名した

年金基金や運用機関は、エンゲージメントに取り組むようになった。さらに、

2010 年に英国においてスチュワードシップ・コードが策定されると、エンゲー

ジメントの対象は自国の投資先企業に留まらず、外国企業にも拡大した。  15 

実際の投資家と企業の対話としては、①株主総会における対話と②株主総会

に限らず年間を通して行われる株主総会以外における対話がある。①はⅰ株主

と会社が事前の招集通知の作成や議決権行使等を通じて対話を図るものと、ⅱ

株主が株主総会に実際に出席し、質問権や賛否に対する意思表示等を通じて会

社と直接対話を行うものの 2 つに分けられる。②は、名簿上の株主の背後にい20 

る国内・海外機関投資家の株式保有状況の調査を実施することにより、投資判

断や議決権行使の意思決定者を特定する株主判明調査、アナリストへの決算説

明会や機関投資家への訪問・ TV・電話会議、証券会社主催の会社と投資家同士

での個別対話といった機関投資家向け説明会などが挙げられる 12。 

これら機関投資家のエンゲージメント活動は、経営陣と株主による今後の見25 

解の共有や齟齬を解決することを可能にする。日本ではスチュワードシップ・

コードにより、エンゲージメントの実施が要求されたことから、世間の関心を

集めることとなった。  

                                                   
12 全国株懇連合会（ 2016）「企業と投資家の建設的な対話に向けて～対話促進

の取組みと今後の課題～」  
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図表 5 より、スチュワードシップ、コーポレートガバナンスの両コードの導

入によって、持続的成長を目的とした対話は 1 年前に比べて促進されたと実感

した企業は毎年大きく増加しており、対話が年々進歩していることが見て取れ

る。 

  5 

図表 5 エンゲージメントの成果  

 

 

 

一般社団法人日本 IR 協議会(2017)「2017 年度「IR 活動の実態調査」結果ま10 

とまる」より筆者作成  

 

次に、アクティブ運用、パッシブ運用それぞれのエンゲージメントの特徴に

ついて述べる。アクティブ運用は、市場や企業に対する綿密な調査や分析を行

うことで銘柄を決定するため、この調査・分析の延長線上で企業一社一社に対15 

し適切なエンゲージメントを直接行う。一般に「モノ言う株主」と呼ばれる機

関投資家は、アクティブ運用の比率が高いアセットマネージャーであることが

多い。一方パッシブ運用はアクティブ運用に比べて見込めるリターンが低いた

め、コスト負担の大きい各企業への対話といったエンゲージメントに対しては

基本消極的と言える。  20 
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しかし、エンゲージメントの効果が得られなければその株式を売却すること

ができるアクティブ運用とは異なり、長期にわたってその株式を保持すること

が前提であるパッシブ運用の方が、よりエンゲージメントによる企業価値向上

の好影響を受けられるという見方もある。改訂版スチュワードシップ・コード

でも「パッシブ運用は、投資先企業の株式を売却する選択肢が限られ、中長期5 

的な企業価値の向上を促す必要性が高いことから、機関投資家は、パッシブ運

用を行うに当たって、より積極的に中長期的視点に立った対話や議決権行使に

取り組むべきである。13」と、その重要性が明記されたことからも、今後パッシ

ブ運用の機関投資家に対してもエンゲージメント活動の活性化が求められてい

ることが分かる。  10 

また、2017 年 5 月に改訂された日本版スチュワードシップ・コードにおいて、

「他の機関投資家と協働して対話を行うこと（集団的エンゲージメント）が有

益な場合もあり得る 14」ことが明確化された。集団的エンゲージメントとは、複

数の機関投資家が連携して、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を

行うことを指す言葉である。  15 

実際に、2017 年 10 月には複数の機関投資家による企業との協働対話の支援

を目的とした「一般社団法人  機関投資家協働対話フォーラム」が設立された。

また、2018 年には、生命保険協会では株式価値向上ワーキング・グループに参

加している生命保険会社 10 社による集団的エンゲージメントの実施を開始し

ており、集団的エンゲージメントを促進する動きが見られる。  20 

今後もこのような目的を持った対話を重視するエンゲージメントを活発化し

ていくことにより、企業と投資家の関係のさらなる向上が期待されるだろう。  

 

議決権行使助言会社  

近年、機関投資家と密接に関係している議決権行使助言会社が注目を集めて25 

いる。議決権行使助言会社とは、株主総会議案に対する議決権行使に関してリ

ポートを作成し、賛成・反対の推奨を行う会社を指す。助言会社の誕生背景は、

機関投資家の株式保有割合の増加と議決権行使の拡大である。投資先企業が多

                                                   
13 改訂版スチュワードシップ・コード  指針 4-2 
14 改訂版スチュワードシップ・コード  指針 4-4 
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く株主総会日が集中する場合、個々の議案に十分に時間をかけることが難しい

ため、議決権行使を行う際の判断をより低コストで行うためのニーズが高まっ

ている。  

議 決 権 行 使 助 言 会 社 の 中 で も 影 響 力 が 大 き い の は 、 米 国 企 業 の ISS

（Institutional Shareholder Services）と Glass Lewis である。最も規模の5 

大きい ISS は 1985 年に創業された比較的新しい会社であるが、 2002 年以降、

議決権行使助言業務はもちろんのこと、その他にも、コーポレートガバナンス

格付という、企業のコーポレートガバナンスの水準を点数化した評価付けを行

っている。さらに 2006 年以降、企業に対してコーポレートガバナンスの改善に

向けたコンサルタント事業の提供を行い、その勢力を伸ばしている。一方、200310 

年に設立された Glass Lewis は、原則として議決権行使助言の対象会社に対し

てコンサルタント業務を提供は行っていない。しかし、年々その規模を拡大さ

せ、現在では顧客数が 1200 を超える（図表 6）。  

 

図表 6 米国の議決権行使助言業者の概要  15 

 

 

 

大和総研 (2016)「議決権行使助言業に関する米国  GAO レポート  機関投資家

向け議決権行使助言業の役割と問題点を整理・公表」より筆者作成  20 

 



19 

 

これら議決権行使助言会社は、日本においても約 4 割の機関投資家が行使の

際に活用している。図表 7 は日本における議決権行使助言会社の利用状況を示

している。  

 

図表 7 議決権行使助言会社の利用状況  5 

 

 

 

金融庁(2017)「資料」より筆者作成  

 10 

議決権行使助言会社の世界的な利用拡大に伴い、先行する欧米諸国では議決

権行使助言会社に対する様々な規制が進められている。その 1 つとして米国で

は、チョイス法案が 2017 年 6 月 7 日に下院で可決された。この法案の目的は

説明責任・透明性等の促進により、議決権行使助言会社の質を向上させること

である。議決権行使助言等を行う場合に登録制を採用し、登録申請に際して15 

は、十分な財務・経営資源を有していることの証明や議決権行使助言の策定の

手続き・方法、組織体制といった情報を、 SEC に対して提出しなければならな

い。また書面による利益相反管理方針の策定・執行や、対象企業による助言案

へのコメントの機会を付与する手続の整備といった、体制等の整備義務も課さ
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れている。さらに助言に関する情報の正確性に対して、企業側が不服・反論を

申し立てることも可能とする。その他にも、助言の対象議案数、対応したスタ

ッフ数等を含む年次報告書の SEC への報告が義務付けられる 15。  

一方欧州では、議決権行使助言会社に関する報告書として、 2011 年に「EU

におけるコーポレートガバナンスの枠組み」に関するグリーンペーパーを、5 

2012 年にはさらにそれを受けてアクションプランが作成された。その後、欧

州証券市場監督局が 2012 年にディスカッションペーパーを、 2013 年には透明

性と開示に関して、議決権行使助言業界が自らの行為規範を作成することを奨

励する最終報告を発表した。さらに 2017 年 5 月 17 日に改正された EU の株主

権指令では、議決権行使助言会社には透明性が求められるとし、議決権行使助10 

言会社に関する規律が設けられた。具体的な内容としては、各加盟国による議

決権行使助言会社の行動規範の有無・適用状況の開示、活動の正確性・信頼性

に関する情報を提供する観点から、調査・助言・議決権行使推奨に関する情報

の開示の要求が挙げられる。また利益相反・事業上の関係の内容や、利益相反

の管理等のために実施している対応内容を、顧客に開示させることも要求して15 

いる 16。  

次に、議決権行使助言会社が企業に与える影響を見ていく。議決権行使助言

会社により会社提言に反対の助言がなされた会社では、助言に対する反論や補

足説明を公表することがある。現在までにも、野村ホールディングスや TOTO、

横河電機、オムロン、トヨタなどが反論を行った 17。本稿では具体的に NRI と20 

野村ホールディングスの事例を取り上げる。初めに NRI の翻訳ミスに関しての

事例を見る。NRI によると「 2009 年にある上場会社の社外取締役に選任された

人物は、自身の選任議案に対する反対票が多かったことを不審に思って調べた

結果、主要株主である会社の「嘱託」であったという経歴が、「 former executive

（元役員）」だとされ、独立性を欠くという理由で、ある議決権行使助言会社に25 

                                                   
15 金融庁(2017)「資料」  
16 金融庁(2017)「資料」  
17 大和総研（2011）「議決権行使助言会社への反論事例」  
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よる反対推奨を受けていたという事実を知った 18」という事例を公開している。

本事案は翻訳ミスという失態が実際の投票にまで影響を与えた。  

次に野村ホールディングスでは、2018 年 6 月開催の株主総会における園マリ

取締役の選任議案に関して ISS から反対推奨を受けた。ISS 側は選任される園

取締役の独立性を次の①～③の理由に基づき疑問を呈した。①野村ホールディ5 

ングスの会計監査人である新日本有限責任監査法人出身であるため独立性が欠

けている②野村ホールディングスの取締役において当監査法人の出身者枠があ

ると考えられる③株主総会後の過半数以上が独立ではない。これらは ISS の日

本向け議決権行使助言基準に基づいており、 ISS は基準を満たすことで賛成を

推奨することを示唆した。それに対して野村ホールディングスは ISS の独立性10 

に関する基準に対し疑問を示し、事実関係の公表及び ISS の水準に対して反論

を行った 19。その結果 78.3%の賛成比率で当議案は可決されたが、他の取締役の

多くは 90%台後半の賛成比率を得ておりその差は約 20％も離れた結果となった

20。本事例では議決権行使助言会社である ISS が議論を活性化させるきっかけ

を投じる役目を果たしてるほか、その影響が大きいことが分かる。  15 

以上のように、日本においても利用が拡大する見込みである議決権行使助言

会社は、海外の動向より数多くの示唆を得ることが可能である。これら欧米で

の議決権行使助言会社の扱いを参考に、日本においてもそのあり方や発展につ

いて深く考慮していくことが必要となるだろう。  

 20 

第 2 節  株主総会  

本節では、まず始めに日本株主総会について現状を見ていき諸外国との比較

を行う。そもそも株主総会とは、株式会社の最高意思決定機関を指す。会社法

によって、毎事業年度の終了後一定の時期に招集が義務付けられている「定時

株主総会」と、必要に応じて都度開催できる「臨時株主総会」の 2 種類がある25 

が、本稿では単に株主総会と述べる際は前者を指す。総会の中で決められる重

                                                   
18 NRI（2015）「問い直されるべき議決権行使助言会社のあり方」  
19 野村ホールディングス株式会社 (2018)「ISS レポートに対する当社の見解に

ついて」  
20 野村ホールディングス株式会社 (2018)「第 114 回定時株主総会臨時報告

書」 
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要事項は、①組織の形態に関する事項、②組織の人事に関する事項、③株主の

利益に関する事項、と大きく 3 種類に分けられる。図表 8 はその詳細である。  

 

図表  8 株主総会で主に挙げられる議題の詳細  

 5 

 

 

筆者作成  

 

また近年は上記のような事項以外に、株主提案が議案に上がるケースが増加10 

している(図表 9)。株主提案は、公開会社の場合 6 か月前より引き続き総株主

の議決権の 100 分の 1 以上または 300 個以上の議決権を有する株主によって行

われる。  

 

図表 9 株主提案権の行使された会社数  15 

 

大和総研 (2018)「増加する株主提案権の行使」より筆者作成  

①組織の形態に関する事項  定款の変更、資本の減少、事業譲渡・合併など

②組織の人事に関する事項  取締役や監査役の選任・解任など

③株主の利益に関する事項  剰余金の配当など
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近年の新たな傾向として、従来のような運動団体だけでなく機関投資家から

の提案が増加していることが挙げられる。大和総研の「増加する株主提案権の

行使」によると、「機関投資家からの株主提案は、主に配当の増額を求める意図

での提言だ。会社の定款規定で株主提言による配当議案を排除している場合に

は、定款規定の変更を求める提言が出されることもある。 21」と述べられてい5 

る。 

次に株主総会を開くにあたっての基本的な流れを見ていく。株主総会は、取

締役会設置会社の場合は取締役会で議決を取ってから召集を決定し、取締役会

非設置会社の場合は取締役が招集する。そして、書面または電磁的方法 (株主の

同意が必要)での招集通知により株主に知らされる。株主の招集後、会議形式で10 

株主総会が開催され、当日は議事録が作成されて記録が残され、議決された事

項は総会決議通知で株主に知らされることになる。このような基本的な流れに

おいて我が国と他国の差異はほぼ無いといっていいだろう。大きく異なるのは

各プロセスにおけるスケジュールの法規定についてである。本節では①株主総

会日が集中していること、②招集通知の送付タイミングが遅いこと、の 2 点か15 

ら見ていく。  

まず①株主総会日の集中についてである。日本では、株主の議決権行使の効

力が基準日から 3 か月間と定められているため、株主総会は議決権行使基準日

から 3 か月以内に行われる。現状、決算日を議決権行使基準日とする企業が多

く、決算日は 3 月末とする企業が多いことから株主総会は 6 月末に集中してい20 

る。具体的には図表 10 を見てほしい。図表 10 は 2018 年 6 月における各日の

株主総会開催日の件数と割合を表している。 3 月末決算の企業のうち 99.9％は

6 月に開催しており、中でも 26～28 日の 3 日間だけで実に 1480 社、全体の 65％

強の企業の総会が集中的に行われていることがわかる。  

  25 

                                                   
21 大和総研(2018)「増加する株主提案権の行使」  
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図表 10 2018 年 6 月における 3 月末決算会社の株主総会開催日の分布状況  

 

 

 

大和総研(2018)「株主総会集中率の低下に限界感」より筆者作成  5 

 

一方で海外においては、図表 11 のように「決算日後 4 ヶ月目から 6 ヶ月目

である 4 月下旬から 6 月までその開催が分散されている」 22ことが分かり、日

本との集中率の差は一目瞭然である。  

  10 

                                                   
22 経済産業省(2015)「現状の制度概要と実務」参照  
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図表  11 決算日から株主総会開催までの日数  

 

 

 

経済産業省 (2015)「現状の制度概要と実務」より筆者作成  5 

 

次に、②招集通知の送付時期についてである。日本の会社法では招集通知は

会日の 2 週間前まで発送することが定められている。ここでは、通知が株主側

に届く日ではなく企業が発信した日が 2 週間以上前であればよい、という「発

信主義」を取っている。その結果、図表 12 のように、  10 

1．集通知の発送が法定期限である 2 週間前と仮定した場合、発送日～総会日前

日までは 11 営業日  

2．国内機関投資家に招集通知が届くまでに 2～3 営業日必要  

3．管理信託銀行の指図集計等及び株主名簿管理人への郵送に 2 営業日程度、株

主名簿管理人の行使結果集計等に 3 営業日程度必要であるため、投資家によ15 

る議決権指図の〆切は総会の 5 営業日前  

4．よって、議案検討期間は「 11 営業日－7～8 営業日＝実質 3～ 4 営業日」  

となる 23。 

                                                   
23 経済産業省（2016）「株主総会プロセスの電子化促進に関する研究会報告書

～対話先進国の実現に向けて～」  
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図表 12 国内機関投資家による議決権行使の基本的な流れとタイミング  

 

 

 

経済産業省(2016)「株主総会プロセスの電子化促進に関する研究会報告書～対5 

話先進国の実現に向けて～」より筆者作成  

 

さらに海外機関投資家の場合、翻訳された議案情報等を入手した後、指図内

容を常任代理人に株主総会日の 6～8 営業日前までに送付しなければならず、

さらに議決権行使代行を経由するため、実質的な議案検討期間は 1～3 営業日10 

と非常に限られたスケジュールとなっている (図表 13)。  

 

図表 13 海外機関投資家による議決権行使の基本的な流れとタイミング  

 

経済産業省(2016)「株主総会プロセスの電子化促進に関する研究会報告書～対15 

話先進国の実現に向けて～」より筆者作成  
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海外の招集通知送付タイミングは、米国では開催日前 10 日～ 60 日、英国で

は 21 日以上、独国では 30 日以上とそれぞれ定められている。図表 14 を見る

とどの国も企業規模が大きいほど招集通知の送付から総会日までの期間が長い

傾向がある。また欧米諸国では日本企業と比較して、総会日まで単純計算で約

2 倍余裕があることがわかる。  5 

 

図表 14 株主総会日までの期間  

 

 

 10 

経済産業省(2016)「日本及び諸外国における  株主総会プロセスの電子化等の

状況」より筆者作成  

 

以上のように①②のどちらに関しても、日本の株主総会プロセスは海外と比

較してかなり余裕のないスケジュールとなっていることを表している。これに15 

よって起こる課題については第 3 章 2 節で詳しく言及する。  

株主総会を行いやすくするためのシステムとして議決権電子行使プラットフ

ォームがある。それは、株式会社 ICJ24の運営するインフラストラクチャーであ

る。株主総会での機関投資家の議決権行使環境の改善を目的とし、上場会社の

株主総会において最新の IT 技術を活用することで、機関投資家の適確な権利20 

行使を可能にしている。機関投資家は、企業が TDnet25に登録した招集通知がプ

                                                   
24 株式会社東京証券取引所と Broadridge Financial Solutions, Inc.の合弁

会社 
25より公平・迅速かつ広範な適時開示を実現するために、上場会社が行う適時

開示に関する一連のプロセスを総合的に電子化したシステム  
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ラットフォームに掲載されると、その議案情報をもとに招集通知発送日からプ

ラットフォーム上で議決権行使を行うことが可能である。行使結果は発送日の

翌日から総会前日まで 1 日 2 回、専用回線で株主名簿管理人に送られるため、

企業はタイムリーに行使推移を確認することができる。  

このようなシステムは、株主総会のプロセスをより簡潔かつ迅速に改善させ5 

ることに貢献しており、今後より多くの企業による活用が期待されている。  

 

第 3 節  企業の情報開示  

本節では企業による情報開示に関してみていく。近年、コーポレートガバナ

ンス・コードにおいて情報開示のあり方が問われている。企業の情報は機関投10 

資家が議決権を行使するための判断をする際に利用するもので、エンゲージメ

ントを行う上で非常に重要である。また、現在は世界規模で、 ESG といった非

財務情報に関する情報開示 26のあり方が注目されている。ESG の開示状況につい

て海外に視野を広げてみると、大和総研の ESG 開示スコア 27に関する調査 28よ

り、フランス、スイス、ドイツ、英国といった欧州の企業群は、 ESG 開示スコ15 

アの平均値が高いことが分かる。日本企業は環境では平均を上回ったが社会と

ガバナンスでは平均を下回っており、その開示が他国企業と比較して限定的で

ある。また総合スコアでは欧州企業より低く、他のアジア勢及び米国企業より

高いという位置づけとなっている（図表 15）。 

  20 

                                                   
26 コーポレートガバナンス・コード第 3 章  
27 ブルームバーグのデータベースの 1 つ。企業の開示情報量を測定し、 100 を

最高点として 0〜 100 までの範囲で示しているもの  
28 大和総研 経済環境調査部  研究員 物江陽子（ 2015）「ESG 情報開示における

日本企業の評価  グローバル時価総額上位 500 社の調査から見た傾向と課題」  
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図表 15 「時価総額上位 500 社 ESG 開示スコア（ 2014 年度、本社所在国別平

均値）」  

 

 

 5 

大和総研（2015）「 ESG 情報開示における日本企業の評価  グローバル時価総額

上位 500 社の調査から見た傾向と課題」より筆者作成  

 

さらに CSR に関するレポートも、ESG 開示スコアとの関係性がある。この CSR

に関連する CSR 関連レポートの形式は CSR 報告書、持続可能性報告書、統合報10 

告書、環境報告書及び環境・社会報告書といったように様々である。形式によ

る優越は見受けられないが、 CSR 関連レポートの内容は環境配慮型商品や社会

貢献事業など自社の良い点をアピールするパンフレットのようなレポートより

も、データ重視で目標と実績を詳細に記したレポートの方が ESG 開示スコアは

高い 29。すなわち、優れた CSR に関するレポートを作ることが ESG 開示スコア15 

の向上につながると考えられる。このようなデータを重視したレポートは、

GRI(Global Reporting Initiative)や環境省の環境報告ガイドラインなどのレ

ポーティング・ガイドラインを参考または準拠したものが多い。これらガイド

                                                   
29 経済環境調査部  研究員 物江陽子(2015)「ESG 情報開示における日本企業の

評価 グローバル時価総額上位 500 社の調査から見た傾向と課題」  
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ラインに関して、GRI は 2016 年 10 月に、新たなガイドラインとして「 GRI スタ

ンダード」を発表し、情報開示を必須要件、推奨事項である勧告、ガイダンス

の区分に分け、モジュラー型アプローチに基づく情報の開示が導入することと

なった。一方環境省は環境報告ガイドラインに関して平成 28 年度から改定作

業を行い、平成 30 年 6 月に「環境報告ガイドライン 2018 年版」を公表した。5 

また、平成 30 年 7 月には、「環境報告ガイドライン 2018 年版」の難解な記載事

項を解説する解説書の策定にあたり「環境報告ガイドライン 2018 年版 解説書

等作成に向けた検討会」を開催し、更なる改善に奮起している。  

こうしたレポートの中でも、近年では特に統合報告書の活用が増加している。

株式会社ディスクロージャ― &IR 総合研究所  ESG/統合報告研究室の調査では、10 

2017 年 12 月末時点で 411 社が統合報告書を発行していることが分かる。（図表

16）。統合報告書は財務情報・非財務情報どちらも記載しているため、それらの

関連性をわかりやすく提示できるほか、企業の定める価値創造ストーリーとい

った長期的視点等、企業の個性が見えやすく今後もその利用の拡大が見込まれ

ている。  15 

 

図表 16 アニュアルリポート発行状況調査  

 

株式会社ディスクロージャ― &IR 総合研究所  ESG/統合報告研究室（ 2017）

「統合報告書発行企業調査 2016 レポート」より筆者作成  20 
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このように、ESG などの非財務情報を含む様々な情報の開示が重要視される

中で、企業の情報提供のあり方が問われている。  

 

 

  5 
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第 3 章  課題  

本章では第 1・2 章の現状を踏まえ、日本における課題を考察していく。1 節

では投資助言会社、2 節では株主総会、3 節では情報開示、4 節ではエンゲージ

メントに関する課題を取り上げる。  

 5 

第 1 節  議決権行使助言会社  

本節では現在日本においても利用の拡大が見込まれる議決権行使助言会社を

見ていく。現在、議決権行使助言会社は問題点が多数存在する。具体的には①

利益相反への懸念、②解釈の間違いや誤訳による助言の間違い、③透明性の低

さなどが挙げられる。①利益相反への懸念は、ⅰ議決権行使助言会社の役員が10 

対象会社の株主や取締役となる、ⅱ顧客の株主提言に対しての中立性の欠如、

ⅲ金融サービスの提供、ⅳ会社へのコンサルティングやガバナンス格付けの提

供と株主への議決権行使助言の提供の双方の受け持ち等、様々な形で表れてい

る。②解釈の間違いや誤訳による助言の間違いとしては、議決権行使助言業者

の判断基準の適否に対し疑問を持つ声や、海外企業の助言策定の際には、翻訳15 

のミスなどによる事実関係の認識の誤りが問題視されている。実際に米国の

NASDAQ の調査において、「議決権行使助言業者が注意深く調査し、助言事項に

関連するすべての情報を考慮に入れていると考えている」と考えている会社は、

回答会社の 25％のみであったことからも、多くの企業が不信感を抱えているこ

とが分かる 30。③透明性の低さとしては、助言策定のプロセスやその基準が不20 

透明であることが挙げられる。また議決権行使助言会社ではその性質上、短期

間で大量の説明書や資料を分析し、助言の方針を適用すべきである。しかし、

そのための十分なスタッフや予算を有しているのか疑問視する声も多く、実際

に、そのような事例は既に日本においても見受けられる。  

議決権行使助言会社の更なる利用の拡大が予想される今、このような不満や25 

不信感を排除していくことが求められている。  

 

                                                   
30 金融調査部 主任研究員  鈴木裕（2016）「議決権行使助言業者と上場会社と

の対話 議決権行使助言業者は、「聴く耳」を持つか？」  
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第 2 節  株主総会  

本節では株主総会に関して見ていく。第 2 章 2 節で株主総会における日本の

現状と海外との比較を通して、日本は欧米諸国に比べ企業と機関投資家の建設

的な対話という面で後れを取っている事実について言及した。本節ではその結

果起きる 2 つの課題「①株主総会日が集中していること」、「②招集通知の送付5 

タイミングが遅いこと」についてみていく。図表 17 は、この 2 つの課題を抽出

するにあたって参考にした統計である。機関投資家のうち約 6 割が、企業は「集

中日を回避した株主総会の開催」「招集通知の早期発送 (早期開示 )」に取り組む

べきだと考えており、これは他の選択肢に比べ大きな割合を占めていることが

わかる。  10 

 

図表 17 機関投資家が考える企業が取り組むべきこと  

 

 

 15 

生命保険協会(2018)「株式価値向上に向けた取り組みに関するアンケート」

より筆者作成  

 

まず①株主総会日が集中していることについて言及する。「株主総会の開催

9.5%

16.4%

24.1%

55.2%

58.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

有価証券報告書の早期開示

インターネットによる議決権投票

議決権電子行使プラットフォームへの参加

集中日を回避した株主総会の開催

招集通知の早期発送（早期開示）

H29年度 企業側の株主の議決権行使のために

企業はどのようなことに取り組むべきか （複数選択可）
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日が集中していることは、特に議決権行使に『リスクベース』のアプローチを

とる投資家に影響を与える。すなわち、議決権行使を予定する数百の企業の株

主総会のうち、投資家は、事業又はコーポレートガバナンスの面から最もリス

クの高い 40-50 社に注目する。問題を生じさせる可能性のある株主総会議案が

あるケースにおいて、投資家は企業に明確化を求めるが、通常は十分な時間が5 

ない。そのため投資家は、議決権行使のアドバイザーにより依存することにな

る。」31といった意見のように、株主総会の集中は特に複数の企業の株を持つ国

内外の投資家の大きな負担となり、企業との対話の機会である株主総会に向け

て十分な準備が難しくなっているといえる。現行の会社法内においても、議決

権行使基準日を決算日よりも遅くずらして設定することは可能である。しかし10 

現在、事業報告書・有価証券報告書では、決算日を基準として「大株主の状況」

を記載することとされており、基準日を決算日からずらすことによって株主の

確定を 2 回行う必要が生じ、事務負担が増加する可能性が指摘されている。   

次に②招集通知の送付タイミングが遅いことについてである。第 2 章 4 節で

触れたように、日本は諸外国に比べ通知の送付から総会日までの期間が短い。15 

早期発送の風潮は出てきているものの、未だ欧米の「平均 40 日前」に比べると

かなり大きな差があることが分かる (図表 18)。 

  

                                                   
31 東京大学社会科学研究所（2015）「基準日と定時株主総会・配当支払日程に

関する論点の整理」  
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図表 18 招集通知の発送時期  

 

 

 

みずほ信託銀行株式会社 (2018)「本年の株主総会の動向  ～株懇アンケートを5 

中心に～」より引用  

  

このように、株主である機関投資家や議決権行使助言会社が、議題・議案に

ついて情報収集や意見調整などの準備を行える期間が短くなっている。時間に

余裕のない、特に海外の機関投資家は議決権行使助言会社の意見やリポートを10 

参考にしがちであるが、このように助言会社にとっても十分に議案を吟味・検

討する時間がなければそのリポートは形式的なものになってしまう。その結果、

企業と株主の適切な対話の機会である総会を充実させることが難しくなってい

る。 

 15 

第 3 節  情報開示  

本節では企業の情報開示に関してみていく。 2 章 3 節で述べた企業の情報開

示に関しては、「投資家らに対し十分に情報が開示されていないこと」が挙げら

れる。図表 19 は対話において企業が投資家に対して感じる課題について示し

ている。  20 
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図表 19 対話において企業が投資家に対して感じる課題  

 

 

 

一般社団法人 生命保険協会（ 2018）「 株式価値向上に向けた取り組みに関す5 

るアンケート（平成 29 年度版）企業様向け」より筆者作成  

 

これによると、企業に対する分析や理解が浅いと考える企業が多く、企業が

投資家にさらなる理解を求めていることがわかる。しかし、肝心の投資家のう

ち 34％は企業の情報開示が十分でないと考えている（図表 20）。また、REUTERS10 

の調査によると機関投資家の多くは企業の利益率を投資判断において重要視し

ており、それを中長期的計画として公表している企業数は 7.5 割となっている。

一方、その中で企業の求める ROE や配当傾向を開示している企業はそれぞれ

35.5%、21.8%とかなり少なく、企業が機関投資家の期待する情報を開示できて

いないことが分かる 32。 15 

  

                                                   

32 REUTERS（2014）「経営指標開示や株主還元、投資家は企業対応に不満＝調査」  
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図表 20 対話に際して投資家が企業に対して感じる課題  

 

 

 

一般社団法人 生命保険協会（ 2018）「株式価値向上に向けた取り組みに関する5 

アンケート（平成 29 年度版）投資家様向け」より筆者作成  

 

また、非財務情報の開示に関しては、前述したとおり日本企業は ESG 開示ス

コアにおいて総合スコアでは欧州企業より低く、さらに社会とガバナンスでは

平均を下回っており、その開示が他国企業と比較して限定的である。海外機関10 

投資家の割合が増加し、特にガバナンスが重視されている現在においてこの項

目の充実は ESG を高め国際競争力をつけるために必須であると言えよう。実際、

米コンサルティング会社エーオンヒューイットが世界の機関投資家 223 社（運

用資産額 250 億ドル）を対象に実施した責任投資（ RI）に関する調査によると、

約 7 割は「ESG 要因を考慮することは投資決定の重要な一要素を占める」と回15 

答した 33。また、多くの企業がこの非財務情報開示における需要を感じるよう

                                                   
33 日本経済新聞（ 2018）「投資先選定のカギは「持続可能性」（海外投信事

情）」  
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になっている。図表 21 より、平成 23 年に非財務情報への要請の高まりを感じ

ていた企業は 60％未満であったが、平成 29 年には国内からの要請については

約 80％がその重要性を感知している。  

 

図表 21 【平成 23 年度・平成 29 年度調査】非財務情報開示への要請の高ま5 

りをどの程度感じるか  

 

 

 

一般社団法人企業活力研究所（ 2018 年 3 月）「新時代の非財務情報開示の  10 

あり方に関する  調査研究報告書（概要版）」より筆者作成  

 

しかし、このようなニーズがありながらも日本企業（上場会社）の非財務情

報の開示状況は、「現状具体性を欠け付加価値に乏しい場合が少なくない 34」

                                                   
34 コーポレートガバナンス・コード第 3 章参照 
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という現状である。実際に、企業自身も具体性や付加価値に富んだ情報開示に

難しさを感じている。一般社団法人企業活力研究所の調査によると、企業が非

財務情報開示において課題に感じていることとして、第 1 に非財務情報を将来

の企業価値と結び付けて開示・説明すること（ 62.1％）、第 2 に本業のビジネ

スと非財務情報を関連付けること（ 54.3％）が挙げられる（図表 22）。 5 

 

図表 22 非財務情報開示において課題に感じていること  

 

 

 10 

一般社団法人企業活力研究所（ 2018）「新時代の非財務情報開示のあり方

に関する  調査研究報告書（概要版）」より筆者作成  

 

したがって、今後はこのような情報開示に関する課題を解決し、企業が機関

投資家の求める有益な情報を開示していくことが重要である。   15 

 

第 4 節  エンゲージメント  

本節では機関投資家と関わりのあるエンゲージメントについて見ていく。機

関投資家が第 2 章 1 節述べたような特徴を持ち今後も普及が見込まれるパッシ

ブ運用であるが、エンゲージメントにおいての評価はあまり芳しいとは言えな20 

い。 
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実際に、金融庁の資料では、「日本のパッシブファンドはこれまで対話に積

極的でなかった」といった意見が述べられている 35。しかし、第 2 章 1 節で述

べたようにパッシブファンドは株式を売却せず、中長期的な企業価値の向上に

よって利益を得るため、エンゲージメントは非常に重要であると言える。した

がって、今後はパッシブ運用におけるエンゲージメントを促進することが求め5 

られる。  

また、図表 23 より集団的エンゲージメントに関しては、実施している企業

は 3％と少ないものの、実施を検討あるいは機会があれば検討すると考えてい

る企業は 7 割を超え、企業が意欲的な姿勢を見せていることが分かる。  

 10 

図表 23 集団的エンゲージメントにかかる現状・考え方  

 

 

KPMG（2018）「機関投資家による集団的エンゲージメント」より筆者作成  

                                                   
35 金融庁（2016）「「企業と機関投資家の間の建設的な対話」に関する海外機

関投資家の意見の概要」 
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実際にパッシブ運用が半数以上を占める機関投資家にヒヤリングを行った結

果、「集団的エンゲージメントにおいては議題を揃えることが困難である」と

いう課題があることが判明した 36。 

したがって、今後は集団的エンゲージメントを行う場の整備、そしてその議5 

題の充実が課題となると考える。  

 

  

                                                   
36 アセットマネジメント One 
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第 4 章  日本のあるべき姿  

本章では、我々の考える証券市場と機関投資家、企業のあるべき姿について

順に述べていく。  

 

証券市場のあるべき姿  5 

本大会の主旨文において、「証券市場の活性化とは、『モノ言う株主が増加し、

それらの活動によって中長期的な企業価値が向上すること』と解釈したい。」と

述べられている。よって我々はこの主旨文に則り、証券市場のあるべき姿とは、

「モノ言う株主が増加し、それらと企業の活動により企業価値が向上すること

で資金調達の場としての証券市場が活性化すること」であると定義する。  10 

 

機関投資家のあるべき姿  

証券市場が活性化するために不可欠な機関投資家のあるべき姿について述べ

る。先に述べたように証券市場の活性化のためには、機関投資家の中でも、モ

ノ言う株主が増加することが必要である。したがって本稿では機関投資家のあ15 

るべき姿を「モノ言う株主」と定義し、以下、モノ言う株主とはどのようなも

のなのかについて述べていく。  

我々はモノ言う株主を「自分たちの利益を確保し、且つ受託者責任を果たす

ために長期的視点を追求する投資家」であると考える。このような思考を持つ

ため、モノ言う株主は企業の中長期的な企業価値を向上させようと、自ら進ん20 

で行動をする。これは企業との建設的な対話、すなわちエンゲージメントを積

極的に行うことを指す。またその行動を踏まえ、投資や議決権行使における適

切な判断のため、十分に準備を行うこともモノ言う株主に必要不可欠な要素で

あると考える。   

 25 

企業のあるべき姿  

我々は企業のあるべき姿を、まず、「長期利益を追求している」ことである

と考える。そのためには中長期的な企業価値向上に努めることが必要である。

中長期的な企業価値の測り方として、①安定性と②成長性を挙げる。①安定性

とは、その企業の核となる理念や強みとなる技術を指し、②成長性とは、将来30 
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のビジョンや大きな目標、現状を変える機動力を指す。企業の置かれる状況は、

日本や世界の経済情勢や社会情勢によって大きく変化する。また何らかの大き

な文化の移り変わりや技術革新によって全く新しい状況に置かれることも考え

られる。こういった変化に対応できるよう、①安定性による「金融危機など不

可避の事態で一時的に危機に陥っても現状持っている力で立ち直せる力」、②5 

成長性による「時代の大きな変化に、自らも変化することで対応できる力」を

十分に備えていることが、理想的な中長期的企業価値を持っていることと同義

であると考える。  

以上のような中長期的な企業価値向上に向けた企業の具体的な姿勢として、

「①財務・非財務環境を整備する努力を行い、②情報を十分に外部に開示し、10 

③ステークホルダーの意見を聞き入れる機会をしっかりと設ける」ことを挙げ

る。財務環境の整備によって中長期にわたる企業ビジョンとそれに向けた事業

計画を明確化させることができるほか、非財務環境の整備・外部に対する透明

度・受容性の向上によって、投資家からの資金調達や外部需要に沿ったガバナ

ンス構築を見込むことができると考える。  15 

したがって、我々は企業のあるべき姿を、「財務・非財務環境の整備や外部

への透明性・受容性向上によって、安定性・成長性を十分備えることで、長期

利益を追求していること」と定義する。   
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第 5 章  提言  

本章では第 3 章で取り上げた課題、第 4 章で示したあるべき姿を踏まえそれ

ぞれ提言を行う。これらの提言により、中長期的な企業価値が向上し、ひいて

は証券市場活性化に繋がるものになると考える。  

 5 

第 1 節  議決権行使助言会社  

本節では、第 3 章 1 節で述べた議決権行使助言会社の普及に伴い発生する間

違いや不透明性といった課題に対して、「日本における議決権行使助言会社へ

の規制の導入」を提言する。米国のチョイス法案を参考にした規制の導入によ

り、議決権行使助言会社の透明性の確保や、企業との齟齬の解決を図る。  10 

規制を管轄するのは、金融庁とする。理由は金融庁が「スチュワードシップ・

コード」に関する有識者検討会の開催や企業の有価証券報告書の提出先として

議決権行使等に関連性が強いため、適任であると考えたからだ。具体的な内容

は、大きく分けて①議決権行使助言会社の国への登録制の導入、②議決権行使

助言会社の企業情報と助言の策定方法・過程の公表、③当該企業へのリポート15 

送付の義務化の 3 つの要素から構成される。  

①自主規制機関の国への登録制においては、チョイス法案に倣い、登録申請

の際に金融庁に対してその組織体制や、財務・経営資源の有無、倫理観、利益

相反の防止策といった情報の提供を求める。また、助言に関する情報としては、

処理した株主議案の件数、助言の件数、助言に関わった職員数等を金融庁に対20 

して毎年提出することを求める。さらにそれらの前年度の案件に関し、問題点

や改善策の記載を促進することで、更なる企業の成長や透明性の向上を図る。

第 3 章 1 節において、議決権行使助言会社のスタッフや予算の保有状況を疑問

視する声や、利益相反への懸念について述べた。本提言により、議決権行使助

言会社の透明性を向上させることで、これらの懸念を解消することが可能にな25 

ると考える。  

②議決権行使助言会社の企業情報と助言の策定方法・過程の公表のうち、企

業情報に関しては①において提出された情報を利用する。助言の策定や過程に

関しては、その基準を設けるにあたって行われたプロセスについて公表を行う。

現在助言作成にあたり、例えば ISS では監査役会設置会社の取締役選任に関し、30 
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「株主総会後の取締役会に最低 2 名の社外取締役がいない場合、経営トップで

ある取締役 37」に対しては反対推奨を行う、といったその助言の判断基準は公

表している。しかし、どのようなプロセスでその判断が行われているのかは不

透明なままである。したがって、このプロセスを公表することにより、助言内

容が適切な判断過程を経て決定されたということを証明する必要がある。これ5 

ら情報のうち、日本語以外で公表された情報は金融庁が翻訳し、ホームページ

上で公開するものとする。情報を開示することにより、透明性の確保と助言の

作成に当たり恣意性がないことの証明が可能になると考える。  

③当該企業へのリポート送付の義務化により、課題で述べた議決権行使助言

会社の助言に対する反論や異議を公表しやすくなる。本提言では、議決権行使10 

会社がリポートを機関投資家に提出する際、当該企業への送付を必須条件とす

る。また、送付は企業が十分に内容を検討でき、議決権行使助言会社のリポー

トと企業の訂正の公表のタイミングが同時期になるようにリポート発表 5 日前

に行うことを義務付ける。現在、賛否推奨の判断に対する情報提供にあたって、

企業に許された時間的猶予は、多くの場合 24時間から 48時間となっているが、15 

本提言によりこの時間に余裕を持たせることで、企業が送付されたリポートに

間違いがないかを確認し、あれば訂正を世間に公表することを促進できると考

える。そして、誤訳による情報の齟齬の解消のために、企業側が英文化した資

料を Web 上で開示することを推奨する。これらにより、企業の見えないところ

で反対意見や誤った情報が提供されることを防ぐことが可能となる。さらに企20 

業が誤りについて訂正することで、議決権行使における誤認防止に役立つ。  

本提言により、議決権行使助言会社の間違いの解消や、透明性が向上するこ

とによって、モノ言う株主をはじめとした多くの機関投資家が中長期的な企業

価値向上のための正確な投資判断を行うことが可能になり、結果的に証券市場

の活性化を促せると考える。  25 

 

                                                   
37 ISS（2018）「Japan Proxy Voting Guidelines 2018 年版 日本向け議決権

行使助言基準」  
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第 2 節  株主総会  

本節では第 3 章 2 節で述べた「①株主総会日が集中していること」、「②招集

通知の送付タイミングが遅いこと」、という課題に対し提言を行う。  

まず「①株主総会日が集中していること」についての提言を行う。第 3 章 2

節では議決権行使基準日を決算日と同じ日に設定している企業が多いことから、5 

6 月に株主総会が集中し、株主が十分に準備を行うことが難しくなっているこ

とを述べた。これに対し、「議決権行使基準日を決算日 1 か月後以降に設定する

ことを義務化する」ことを提言する。株主総会は基準日から 3 か月以内の開催

が義務化されていることから、例えば企業が基準日を 4 月末に設定した場合、

3 か月後の 7 月末に総会を行うことで決算日から数えて 4 か月間の準備期間を10 

設けることができる。このようなメリットから一部の企業が総会日を変更し、

総会日の集中を防ぐことができるようになると考える。  

また、第 3 章 2 節で述べたように、決算日と議決権行使基準日をずらすこと

で「株主の確定を 2 回行うことが必要となるという事務コストが生じる」とい

う課題に対し、「有価証券報告書における『大株主の状況』の記載基準日を決算15 

日から議決権行使基準日へ変更する」ことを提言する。これにより株主確定が

従来通り一度で済むようになり、議決権行使基準日をずらすことによる企業の

負担を削減する。  

このように株主総会日の集中を防ぐことのメリットとして、先述の通り、企

業側の総会に対する準備期間が延びるほか、複数の大企業の株式を持つ国内外20 

の機関投資家が、各企業の総会における議案について議決権を行使するための

準備期間を十分に設けられることが挙げられる。また有価証券報告書は決算日

後 3 か月以内に金融庁に提出することが義務化されていることから、総会を 7

月開催にすることによって、株主が有価証券報告書の内容を踏まえて議案を検

討することが可能になるというメリットも生じる。  25 

次に「②招集通知の送付タイミングが遅い」という課題に対して「総会日の

1 か月前に招集通知を発送することの義務化」という提言を行う。1 つ目の提言

のように株主総会日の集中を防いでも、招集通知の到着から総会日までが短け

れば具体的な準備が十分にできない。この提言によって第 2 章 2 節で触れたよ

うに、現状では国内投資家で実質 3～5 日、海外投資家で実質 1～ 3 日しかない30 
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準備期間を 2 週間以上に伸ばすことができるのである。もちろん 1 つ目の提言

のように株主総会日を遅らせることや、 Web 上での招集通知開示を行うことが

できれば、企業が現行と同じ日数をかけて総会前準備を進めていてもさらに余

裕を持って招集通知を届けることが可能である。  

この提言により、機関投資家及び議決権助言会社が株主総会に向けての準備5 

期間を十分に確保することが可能となるほか、企業は株主と対話の機会を十分

に確保することができる。このように機関投資家の企業の建設な対話が促進・

深化されることによって証券市場の活性化につながると考える。  

 

第 3 節  情報開示  10 

本節では 3 章 3 節で述べた「投資家らに対し十分に情報が開示されていない

こと」という課題に対し、我々は「統合報告書の作成の原則義務化」を提言す

る。推進方法としては金融庁によりコーポレートガバナンス・コードの補充原

則 3‐1③として新たに記載し、コンプライ・オア・エクスプレインによってそ

の作成を促す。また、本提言では統合報告書の関するガイドラインを作成し、15 

統合報告書のレベルの向上を図る。ガイドラインの策定に際し、我々は今回日

経アニュアルリポートアウォードの評価基準 38を参考に以下の項目を抽出した

（図表 24）。ガイドラインにおいて、特に重要視すべき点は価値創造ストーリ

ーの策定とその明確化にある。これは財務・非財務情報を扱う上で重要な核と

なる部分であり、企業が今後どのように長期的に企業価値を向上させていくの20 

かについて示すことと同義であると言える。さらに現在、開示が求められてい

る ESG 等の非財務情報の提示については、その現状のみならず、財務情報との

関連性等にも着目し開示をすることを促進する。これに加え、統合報告書の製

作においてグローバルな ESG 評価機関が重視する第三者保証 39の推奨を行う。  

 25 

                                                   
38  日本経済新聞社が 1998 年から毎年、日本企業の発行するアニュアルリポ

ートの更なる充実と普及を目的に企画を実施し、アニュアルリポートのコンテ

スト。特徴としては①現役の機関投資家が審査を行うこと、②企業の規模や業

績に左右されずに評価を行うこと、③低コストであること、④高い PR 効果が

期待できること等が挙げられる。（日本経済新聞社  クロスメディア営業局

（2018）「Annual Report Awards 2018」）  
39独立した第三者機関による保証のこと  
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図表 24 統合報告書の関するガイドライン  

 

 

 

筆者作成  5 

 

また、統合報告書の策定に関し、知識や費用が不足している企業に対しては、

アドバイザリーを利用できるよう、国による補助金制度を導入することで対応

する。これにより、第 3 章 3 節で述べたような、情報開示において企業が課題

と感じている非財務情報と将来の企業価値を結び付けて開示・説明することや、10 

本業のビジネスと非財務情報を関連付けることへの示唆を得られる。このよう

に、情報開示においてその経験値の低い企業が報告書を作成するにあたり、専

門家であるアドバイザリーを用いることも 1 つの手段となると考える。  

上記のような統合報告書のガイドラインを基盤とした統合報告書の作成によ

り、機関投資家が求める情報を提供することや財務情報・非財務情報の関連性15 

の提示が可能となり、企業と機関投資家間の理解が進むことでエンゲージメン

トの活発化しモノ言う株主の更なる発展につながると考える。また、非財務情

報の充実と第三者保障の促進に伴い、それらを重要視するエンゲージメントに

優れた海外の機関投資家が日本市場に流入することが期待できる。  

以上のように国内外双方における機関投資家のエンゲージメントの活発化に20 

より、モノ言う株主が増加することで中長期的な企業価値の向上が実現し市場

が活性化すると考える。  
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第 4 節  エンゲージメント  

 本節では第 3 章 4 節で挙げた「パッシブ運用の機関投資家がエンゲージメン

トに取り掛かりにくい」という課題に対し、「集団的エンゲージメントの促進」

という提言を行う。  

 中心としてこのエンゲージメントを進めるのは、ユニバーサル・オーナーで5 

ある GPIF とする。まず、① GPIF 内で各回のテーマを定める。これはその回の

エンゲージメント対象企業の選別において重要視する項目を指し、例えば「環

境情報に関する開示」、「社外取締役における独立基準」などが挙げられる。次

に、②このテーマに関心を持つ運用機関を広く募集し、ミーティングを行う。

GPIF はスチュワードシップ活動の一環として自身の受託運用機関に対し積極10 

的にエンゲージメントを行っているほか、アセットオーナー同士でのフォーラ

ムに参加している 40ことなどから、さまざまな運用機関に対し参加を呼び掛け

ることが可能であると考える。このようにテーマに沿って集まった運用機関同

士で、③エンゲージメントの対象とする企業を選出する。企業に対して、対面

でのコンセンサスの提示やレター送付などを行い、特に企業側もこのエンゲー15 

ジメントに意欲を示す場合には、継続活動をより注力し継続的に活動を行う。  

これまで述べてきたように、パッシブ運用の機関投資家は、議決権行使以外

の「対話」という意味合いでのエンゲージメント活動を単体で行うことが難し

く、その大きな理由として、かけられるコストが小さいという点がある。しか

しこの提言ではいくつかの運用機関が合同でエンゲージメントを行うためコス20 

トを分担し、一会社で行うよりも大きな規模で活動することができる。また、

GPIF はアセットオーナーであり市場全体の活性化を目的の一つとして運用を

行っているため、民間の運用機関だけで集める一般の集団的エンゲージメント

に比べ、より「目的のある対話」につながる議題を設定したエンゲージメント

を行うことができると考える。  25 

このように「集団的エンゲージメントの促進」を行うことによって、パッシ

ブ運用の比重が大きい運用機関でも積極的にエンゲージメントを行う環境がで

き、中長期的な企業価値の向上につながると考える。  

                                                   
40 GPIF「平成 29 年スチュワードシップ活動報告」  
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終章  

機関投資家の行動・株式保有率の高まりは、証券市場の発展に寄与してきた。

その中で、機関投資家の行動原則であるスチュワードシップ・コード、企業の

行動原則であるコーポレートガバナンス・コードの策定は、日本証券市場に大

きな影響を与えているが、改善できる点も少なくない。これらを踏まえ我々は、5 

モノ言う株主を増加させ、それらの活動によって中長期的な企業価値の向上を

図り証券市場を活性化させるため提言を行った。  

 まず、日本において今後利用の拡大が見込まれる議決権行使助言会社におけ

る「①利益相反への懸念」、「②解釈の間違いや誤訳による助言の間違い」、「③

透明性の低さ」、という 3 つの課題に対し、「日本における議決権行使助言会社10 

の規制の導入」を提言した。これにより、機関投資家が中長期的な企業価値の

向上のための適切な判断をすることが可能となると考える。  

 次に、エンゲージメント活動における、「①株主総会日が集中していること」、

「②招集通知の送付タイミングが遅いこと」という 2 つの課題それぞれに対し

提言を行った。①に対しては「議決権行使基準日を決算日 1 か月後以降での設15 

定の義務化」、②に対しては「総会日の 1 か月前に招集通知を発送することの義

務化」を提言した。これにより、機関投資家が総会に向けての準備期間を十分

に確保できるほか、企業は株主と建設的な対話の機会を確保することができる。 

 そして、「投資家らに対し十分に情報が開示されていないこと」という課題に

対し、「統合報告書の作成の原則義務化」を提言した。これにより、機関投資家20 

が求める情報の提供や財務・非財務情報の相互関連性の提示が可能となり、企

業と機関投資家間の理解が進みエンゲージメントの活発化につながると考える。 

 最後に、「パッシブ運用の機関投資家がエンゲージメントに取り掛かりにく

い」という課題に対し、「集団的エンゲージメントの促進」を提言した。これに

より、コスト的に余裕の少ないパッシブ運用の機関投資家でもエンゲージメン25 

トに取り掛かりやすくなり、対話の促進や責任ある議決権行使に繋がると考え

る。 

 以上の提言により、モノ言う株主を増加させ、中長期的な企業価値が向上す

ることで、証券市場の活性化を促すことが可能となり、我々の考える証券市場

のあるべき姿に近づくことが可能となる。   30 
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