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平成 29 年 6 月の定時株主総会に向けた留意点 
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Ⅰ.  はじめに 

6 月に定時株主総会を開催予定の各社におかれては、招集通知の作成等をはじめ、総

会に向けた各種の準備が本格化し始める時期と存じます。本年の 6 月総会は、会社法改

正やコーポレートガバナンス・コード（以下「CG コード」といいます。）への対応が、

各社とも一巡した中で迎える総会であり、コーポレートガバナンスに関する取り組みに

ついて「形式」から「実質」への深化が求められる中、CG コード等への対応について

の見直しや更なる充実化を意識した準備・運営を行うことが中心的な課題となります。

また、近時の機関投資家の議決権行使の動向等も踏まえながら、付議すべき議案の内容

や株主総会参考書類の記載等を検討することも必要となります。そこで、本号では、こ

れらの点を踏まえて、招集通知における記載の要点や想定問答等を含む、本年 6 月の定

時株主総会に向けた留意点について整理いたします。 
なお、本号における解説は、表題のとおり平成 29 年 6 月に開催される定時株主総会

を念頭に置いておりますが、その内容の多くは、今後開催される定時株主総会一般に当

てはまるものですので、本年 4 月以降に定時株主総会を開催予定の各社、また既に本年

の定時株主総会を終え、来年に向けての課題を検討されている各社におかれても、ご参

考としていただければ幸いです。 
 

Ⅱ.  株主との建設的な対話を巡る状況 

1. 株主との建設的な対話に関する適切な環境整備の進展 

CG コード原則 1－2 は、「株主総会が株主との建設的な対話の場であることを認識し、

株主の視点に立って、株主総会における権利行使にかかる適切な環境整備をを行うべき」

として、株主・投資家の議案の検討期間や対話の期間の確保等を目的とした各種取組み

を求めています。 
かかる CG コードの要請を受けて、平成 28 年 6 月に定時株主総会を開催した会社に

おいては、招集通知の早期発送・発送前の WEB 開示（CG コード補充原則 1－2②）を

実施する会社が相当数に上り、対応が一段と進みました。また、議決権電子行使プラッ

森・濱田松本法律事務所 

弁護士 小林 雄介 
TEL. 03 6266 8914 
yusuke.kobayashi@mhmjapan.com 
 

弁護士 朽網 友章 
TEL. 03 6266 8948 
tomoaki.kutami@mhmjapan.com 



 

 
 
 

CORPORATE NEWSLETTER 

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げます。 

© 2017 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

 
2 

 

トフォームの利用・招集通知の英訳（CG コード補充原則 1－2④）については、依然と

して CG コードの原則の中でエクスプレインの割合が高い原則であるものの、海外機関

投資家の株式保有比率が高い会社を中心に、対応する会社の数自体は増加しつつありま

す。このような株主との建設的な対話に向けた各社の取組みの進展は、今後も続くもの

と思われます。 
また、機関投資家等の実質株主の総会出席（CG コード補充原則 1－2⑤）に関しては、

平成 27 年 11 月 13 日に全国株懇連合会（以下「全株懇」といいます。）から「グロー

バルな機関投資家等の株主総会への出席に関するガイドライン」による実務対応の整理

が公表されましたが、平成 28 年度株主総会における各社の対応状況をみると、基本方

針を定める会社は半数程度の状況であり、その多くは、上記ガイドラインのルート B（傍

聴を許可する方法）を採用していました。平成 28 年度株主総会において、実際に、グ

ローバル機関投資家等から株主総会への出席の申し出があったのはごく少数であり、今

後も急激に増えることは想定し難いところですが、基本方針を定めていない会社におい

ては、検討事項の１つになり得ると考えられます。 
 

2. 基準日の適切な設定（7 月総会） 

CG コード補充原則 1－2③は、「上場会社は、株主との建設的な対話の充実や、その

ための正確な情報提供等の観点を考慮し、株主総会の開催日をはじめとする株主総会関

連の日程の適切な設定を行うべき」としています。そもそも、いわゆる 7 月総会は、現

行法の下でも議決権行使の基準日について定款変更を行うことにより可能です。また、

平成 28 年 10 月 21 日付け全株懇「企業と投資家の建設的な対話に向けて～対話促進の

取り組みと今後の課題～」において、3 月決算会社が、議決権及び配当の基準日を 5 月

末として、7 月に定時株主総会を開催するパターンを想定した実務上の留意点の整理が

行われたほか、平成 29 年度税制改正（本年 3 月 27 日に「所得税法等の一部を改正す

る法律」が可決成立しております。）においても、法人税の申告期限の特例の見直し（会

計監査人設置会社が事業年度終了後 3 か月を超えて株主総会期日を設定する場合に、最

大 4 か月の申告期限の延長が認められます。）により株主総会期日設定の柔軟化に対応

する手当てがなされているところであり、環境整備は進みつつあります。もっとも、会

社サイドにおける具体的な動きは現時点ではまだ明らかではなく、かかる取組みがどこ

まで進むか、今後の動向が注目されるところです。 
 

Ⅲ.  本年の総会に関して留意すべき事項 

1.  CG コードに対応した任意記載の充実化 

CG コード補充原則 1－2①は、「上場会社は、株主総会において株主が適切な判断を

行うことに資すると考えられる情報については、必要に応じ適確に提供すべきである」

としています。かかる CG コードの要請も踏まえて、株主総会参考書類等において、法

定記載事項以外のいわゆる任意記載を充実させる例が増えてきています。そこで、以下

では、主な任意的記載事項に関し、その一般的な傾向や考えられる記載方法等について、

ご紹介します。各社におかれては、自社の状況及び他社の動向等も踏まえて、CG コー

ド等を意識した任意記載やその他の記載の工夫を検討する際のご参考としていただけ

れば幸いです。 
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(1) 社外取締役・社外監査役候補者以外の候補者についての選任理由 

法定記載事項以外の任意記載の充実化は、特に役員選任議案に関して顕著な傾向と

いえます。その中でも、取締役・監査役候補者の個々の指名理由の開示（CG コード原

則 3－1(v)）に関して、株主総会参考書類において（法定記載事項ではない）社外役員

以外の候補者の選任理由の記載も行う会社が増加しています。 
また、記載の有無のみならず、記載することを前提とした場合に、どのような記載

とするか、選任理由の記載としての具体性や明確性等も検討すべきポイントになりま

す。 
 

(2) 独立役員の独立性判断基準 

CG コード原則 4－9 においては、上場会社は独立社外取締役についての自社の独立

性判断基準を策定・開示することが求められています。かかる CG コードへの対応と

して、株主総会参考書類の役員選任議案に関する記載として、独立性判断基準を併せ

て記載するということが考えられます。機関投資家等の目線では、議決権行使担当者

が、各社のすべての開示資料に目を通す余裕がないことから、株主総会参考書類に当

該会社の独立性判断基準も併せて掲載されていることが理想的であるといった意見も

聞かれるところであり、実際にかかる記載を行う会社も相当程度増えてきている印象

です。 
記載方法としては、株主総会参考書類の選任議案の末尾の箇所において、「ご参考」

として独立性判断基準自体を記載する例や、あるいは、独立性判断基準を掲載してい

る HP の URL を参照先として記載する例が多く見受けられます。また、中には、株主

総会参考書類の選任議案の末尾の箇所ではなく、冒頭（すなわち各候補者に関する記

載の前）の箇所に独立性判断基準を記載する例もあります。その他、株主総会参考書

類に加えて、事業報告の「社外役員に関する事項」においても独立性判断基準を記載

する会社もあります。 
なお、独立性判断基準との関係では、投資家が独立役員候補者の独立性を判断する

上で有用な情報を「具体的かつ簡潔に」記載することがより望ましいといった指摘も

なされているところであり、そのような投資家側の視点を踏まえた記載の工夫（例え

ば、単に独立性に関する抽象的な結論のみを記載するのではなく、自社の独立性判断

基準に具体的に当てはめた記載を行い、独立性があることが当該記載から明らかとな

るようにする等）という観点も、重要性が増している状況といえます。 
 

(3) 役員の選任方針・報酬の決定方針、議案決定のプロセス 

CG コードにおいては、取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を

行うに当たっての方針と手続を開示すること（CG コード原則 3－1(iv)）、及び取締役

会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続を開示すること

（CG コード原則 3－1(iii)）が求められています。 
これらの CG コードへの対応として、役員選任議案との関係で役員の選任方針や議

案決定のプロセスの記載を、役員報酬議案との関係で報酬の決定方針や議案決定のプ

ロセスの記載を行う会社の例も、比較的多く見られます。 
役員の選任方針の記載方法としては、株主総会参考書類の役員選任議案の冒頭の箇

所又は末尾の箇所において、「ご参考」として当該会社の定める方針や議案決定のプロ

セスを記載することが一般的と思われます。その他に、上記の独立性判断基準の開示

と同様に、参照先として HP の URL を記載する例も見られます。また、報酬の決定方
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針や議案決定のプロセスの記載に関しては、事業報告の「会社役員の報酬等」の項目

において記載する例も見られるほか、事業報告に記載した上で、株主総会参考書類の

報酬議案に関する記載においては、事業報告の該当頁数を引用するにとどめている例

もあります。 
 

(4) 任意の諮問委員会の記載 

CG コード補充原則 4－10①においては、監査役会設置会社又は監査等委員会設置会

社において、「例えば、取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とする任意の諮

問委員会を設置することなどにより、指名・報酬などの特に重要な事項に関する検討

に当たり、独立社外取締役の適切な関与・助言を得るべきである」とされています。 
かかる CG コードの要請を踏まえて、実際に任意の諮問委員会を設置する会社が増

えています。そして、任意の諮問委員会は任意の設置機関ではあるものの、重要な事

項に関する検討手続の透明性・公正性を示すポイントとして、株主総会参考書類等に

おいて任意の指名・報酬諮問委員会について記載する会社も相当数見受けられます。 
記載方法としては、株主総会参考書類の議案内容の決定過程の中で、役員の選任方

針や報酬の決定方針と共に、任意の指名・報酬諮問委員会に諮問していることに触れ

る例が多いようです。もっとも、事業報告の中で、諮問委員会の構成や権限等を記載

している例も見られます。また、委員長や構成委員を務める社外役員の活動の 1 つと

して、事業報告の「社外役員の活動状況」の中で、委員長や構成委員を務めているこ

とに言及する形で、任意の諮問委員会に触れる会社もあります。 
 

2. インセンティブ報酬 

役員報酬との関係では、CG コード補充原則 4－2①において、経営陣の報酬について

中長期的な業績と連動する報酬の割合や現金報酬と自社株報酬との割合を適切に設定

すべき旨が掲げられており、これを踏まえて、役員報酬の設計、特にインセンティブ報

酬の導入についてどう対応するかという点が、近年注目度や重要性が高まっております。

上記 CG コードの影響もあり、実際に、役員報酬の改定議案を付議する会社は大幅な増

加傾向にあります。また、平成 28 年度税制改正や、経済産業省「『攻めの経営』を促す

役員報酬～新たな株式報酬（いわゆる「リストリクテッド・ストック」）の導入等の手

引～」（平成 28 年 4 月 28 日作成、同年 6 月 3 日更新）における実務対応等の整理が進

んだこともあり、平成 28 年 6 月総会やそれ以降においては、新たに役員向け株式報酬

制度（ストック・オプション、株式交付信託又は譲渡制限付株式等）を導入する会社も

多く見られました。 
インセンティブ報酬のあり方に関しては、制度設計の選択肢は多様であり、各社の方

針・実情等に応じて検討されるべきでありますが、役員給与等の損金算入要件の見直し

等を内容とする平成 29 年度税制改正のように、引き続き税制度を中心とする動きが続

いているため、平成 29 年度税制改正も踏まえた税務上の取扱いにも留意しながら、各

社にとって適切なインセンティブ報酬のあり方を検討することが重要といえます。 
また、昨今の役員に対する適切なインセンティブの付与についての関心の高まりから、

株主総会に役員報酬議案を上程するか否かに関わらず、株主から自社の役員報酬に関す

る質問がされることが考えられます。株主総会における株主からの質問という観点でみ

た場合、現在、株式報酬制度を導入していない会社においては、同制度を導入すること

により期待される株主目線との共通化のメリット等については理解しているというこ

とを前提として、自社としての役員報酬制度に関する考え方及び今後の対応方針を説明

できるよう準備しておく必要があると考えられます。一方、本年の株主総会において、
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役員報酬議案を上程して株式報酬制度等の新たな役員報酬制度を導入する会社におい

ては、制度導入の狙いや考え方について、出席した一般株主も意識して複雑な制度を分

かりやすく説明できるように準備しておく必要があります。 
 

3. 監査等委員会設置会社 

平成 26 年会社法改正により新たな機関設計として創設された監査等委員会設置会社

に移行した上場会社の数は相当数に上っており、累計で既に 700 社を超えている状況で

す。今後も監査等委員会設置会社へ移行する事例は続くと見込まれますが、移行事例は

相当に集積してきた状況といえ、移行手続に関する実務はほぼ確立しているといえます。 
監査等委員会設置会社への移行を行った会社における、移行後の招集通知の記載に関

する留意点としては、まず、事業報告に常勤の監査等委員の選定の有無及び理由の記載

が必要となる点があります（会社法施行規則 121 条 10 号イ）。 
また、監査等委員以外の取締役の選任・解任議案又は報酬議案につき、監査等委員会

に株主総会における意見陳述権が認められており（会社法 342 条の 2 第 4 項、361 条 6
項）、意見がある場合には、当該意見の内容の概要を株主総会参考書類に記載すること

が必要となります（会社法施行規則 74 条 1 項 3 号、78 条 3 号、82 条 1 項 5 号）。この

点、既に平成 27 年株主総会の段階で監査等委員会設置会社へ移行を済ませていた会社

の平成 28 年株主総会における対応が注目されましたが、株主総会参考書類の記載から

把握することが可能な限りでは、監査等委員会の意見として、一定の具体的な評価の記

載等を行った例もある一方で、監査等委員以外の取締役人事に対する監査等委員会の意

見陳述について、株主総会参考書類に特段の記載をしなかった会社や消極的な意見の記

載にとどめる（「特段指摘すべき点はない」等）会社も多かったところです。監査等委

員会設置会社へ移行を済ませた会社が増加している本年度以降の各社の対応も注目さ

れます。 
 

4. 議決権行使助言会社の平成 29 年版ポリシー 

機関投資家の議決権行使の動向に影響を与える議決権行使助言会社の助言方針につ

いては、議決権行使助言会社の大手である ISS（Institutional Shareholder Services）及

びグラス・ルイス（Glass, Lewis & Co.）のそれぞれにおいて、平成 29 年版の改定があ

りました。 
ISS の平成 29 年版ポリシーにおいては、相談役・顧問を置くことを新たに定款に規

定しようとする場合には、原則として反対を推奨する旨の方針が新たに導入されました。

当該改定に関しては、実際に定款変更により相談役・顧問の制度を新たに導入しようと

する会社は多くないと思われ、議案に対する反対推奨という形での直接的な影響は限定

的と予想されます。もっとも、この改定の背景には、相談役・顧問制度について、退任

した元社長・元会長等が相談役・顧問として残ることで、現経営陣の意思決定に不当な

影響が生じているのではないかといった投資家側の懸念があり、市場に対するメッセー

ジ性を重視した趣旨の改定とされています。なお、経済産業省から平成 29 年 3 月 31
日付けで公表された「コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針（CGS
ガイドライン）」においても、同様の問題意識を背景に、顧問・相談役を置く場合に処

遇の明確化、積極的な情報開示等を求める提言がなされています。 
このような状況を踏まえ、既に相談役・顧問制度を導入している会社においては、制

度の見直しの要否等を検討することが考えられるとともに、株主総会の場で株主から質

問される可能性も想定して、当該制度の自社における意義・役割や実情等について説明

できるように想定問答の準備をしておく必要があるものと思われます。 
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なお、ISS のポリシーに関しては、監査等委員会設置会社に対する方針について、社

外取締役の数が 4 名未満の場合又は 3 分の 1 未満の場合に、経営トップである取締役の

選任議案に反対推奨する等の方針の厳格化が検討されていましたが、結論としては、平

成 29 年のポリシー改定においては、かかる厳格化は見送られました。もっとも、平成

30 年以降も引き続き検討され、将来的に変更される可能性もあるため、今後も動向に

注視する必要があります。 
次に、グラス・ルイスのポリシーに関しては、平成 29 年版における改定として、①

監査役会設置会社における役員の独立性基準（取締役会と監査役会の両方の合計人数の

3 分の 1 以上が独立役員であることを求める）、②取締役・監査役の兼職社数の上限（上

場企業の業務執行兼務がある場合は兼職社数は 2 社まで、上場企業の業務執行兼務がな

い場合は兼職社数は 5 社まで）、③指名委員会等設置会社における指名委員会及び報酬

委員会の委員長（社外取締役とすることを求める）、④株式型報酬制度の開示等に関す

る改定がなされ、本年 1 月から適用されています。上記②の改定との関係では、上場企

業の業務執行役員が他社の取締役等を兼務する場合、1 社までしか兼職が認められず、

これを超える場合には、反対を助言されることになりますので、留意が必要です。 
 

5. 株式併合 

上場会社における株式の売買単位については、現在、100 株単位と 1,000 株単位の 2
種類に集約されていますが、平成 27 年 12 月、全国証券取引所が、これを平成 30 年 10
月 1 日までに 100 株に統一することを決定したため、1,000 株単位の上場会社について

は、期限までに単元株式を 1,000 株単位から 100 株単位に変更する対応が必要となりま

す。単元株式数の変更のみであれば、会社法上、取締役会決議により変更することが可

能ですが（会社法 195 条 1 項）、望ましい投資単位の水準（5 万円以上 50 万円未満、東

証・有価証券上場規程 445 条）の要請も考慮して、従前の投資単位の水準を維持する等

の調整をする場合には、株主総会の特別決議を経て株式併合を併せて行うことが必要と

なります（会社法 180 条、309 条 2 項 4 号）。実際に、平成 28 年 6 月の株主総会にお

いては、株式併合議案を付議する会社が増加しました。 
現在 1,000 株単位の上場会社においては、単元株式数の減少に際して、従前の投資単

位の水準を維持するか否かを検討した上で、期限までの株主総会において株式併合議案

を付議する必要があるかを判断することになります。 
 

6. 株主リスト 

商業登記規則の改正に伴い、平成 28 年 10 月 1 日以降、登記すべき事項につき株主

総会の決議を要する場合、登記申請の添付書面として、株主総会議事録に加えて「株主

リスト」（議決権数上位 10 名又は議決権割合 3 分の 2 に達するまでの、いずれか少ない

方の株主のリスト）の添付が必要となりました。 
これは、本年の株主総会から新たに対応が必要となる点であるため、役員選任議案等の

登記を伴うものについての登記申請の際には、留意が必要となります（詳細は法務省ウ

ェブサイト http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html をご参照ください）。 
 

Ⅳ.  本年の総会に向けた想定問答の準備 

昨今の社会情勢や経済情勢に関連して、本年 6 月の株主総会において株主からの質問

が想定される一般的なトピックとしては、例えば、「働き方改革」（長時間労働問題等）、

海外情勢（英国 EU 離脱、米国トランプ政権による影響等）、ダイバーシティ（女性登
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用、外国人登用等）のほか、他社の不祥事の事例（会計不祥事、個人情報漏洩等）に関

連して、自社の現状の管理体制及びその運用状況が十分であるか等の質問がなされるこ

とが予想されます。特に、昨今の時事問題として、震災等を踏まえた危機時の対応（危

機管理、BCP、業績への影響等）にも改めて関心が高まっているところであり、改めて

想定問答として準備をしておく必要があります。その他、株主の基本的な関心という観

点では、業績の見通し、株主還元に対する会社の見解・方針、中期経営計画へのコミッ

トメント、資本効率に関する経営指標（ROE）、コーポレートガバナンスに関する事項

等についても、引き続き、十分な想定問答の準備が必要と思われます。 
また、CG コードとの関係で株主の関心が比較的高いと思われるトピックとしては、

社外取締役の複数選任（原則 4－8）、社外取締役の独立性の考え方・判断基準（原則 4
－9）、役員報酬（報酬基準、業績連動報酬の導入等。原則 3－1、補充原則 4－2①）、

後継者計画（補充原則 4－1③）、取締役会の実効性評価（補充原則 4－11③）等が挙げ

られます。 
なお、株主から社外役員を指名して質問があった場合の答弁の態様について、従前は、

議長の指名により執行側で引き取って回答を行うことも多かったと思われますが、CG
コードにおいて独立社外取締役の有効な活用が重視されている状況等を踏まえ、社外役

員から答弁することが適切であると思われる事項については、社外役員から積極的に回

答を行うという対応も考えられ、近時、そのような対応を行う例も実際に増えてきてい

ます。 

（当事務所に関するお問い合せ） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

mhm_info@mhmjapan.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 


