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シュローダーでは、企業とのエンゲージメントや実態調査など、サステナビリティへの取り
組みを掲載したサステナブル・インベストメント・レポートを四半期毎に作成しています。
本レポートでは、2020年第2四半期のサステナブル・インベストメント・レポートを構成す
る内容の一部をご紹介します。今回のテーマは、バーチャル株主総会についてです。

ハンナ・シモンズ サステナビリティ・ストラテジー ヘッド

通常、4－6月は企業の年次株主総会が多く開催される時期です。しかし、今年は新型コロナウイルスの感染拡大に伴うロックダウン

の実施により、株主が株主総会へ出席することが困難となる問題が発生しました。このような問題を受け、「バーチャル株主総会」を求

める声が高まっており、一部では既に永続的な変更としてほしいとの声も出ています。シュローダーでは、今年の異例の状況下ではバー

チャル株主総会は必須なものとなると考える一方、これまでの株主総会のやり方にも優れた点があると考えています。

バーチャルな取組みへの需要の高まり

純粋に技術的な観点からみると、株主総会は企業が年次決算や取締役の選出といった議題について株主からの承認を得るための

場です。しかし、株主総会は保有株数を問わず、どのような株主でも企業の経営陣と直接会うことができ、質問をすることができる場で

もあります。

過去数十年間で、株主の特徴に変化が見られています。以前は少数の株式を保有する多くの個人投資家で構成されていた一方、

足元では多数の株式を保有する少数の機関投資家によって構成されています。そのため、現在の株主総会に出席している個人投資

家は少なくなっています。一方、機関投資家は株主総会に先立って議案に対する投票を行い、企業幹部とも直接会っているため、彼

らが実際に株主総会に出席するケースは少なくなっています。

株主総会への出席率の低さと技術的な進歩を受け、物理的な株式総会は必要なのかという声が上がっています。新型コロナウイルス

の感染拡大を除いても、株主総会を実施することは費用がかかることから、企業側にとってはバーチャル株主総会は経済的にはプラス

となる可能性もあります。

新型コロナウイルスの感染拡大以前から、米国ではバーチャル株主総会は一般的なものでした。米国の多くの州では、企業は株主の

承諾なしにハイブリッドもしくはバーチャルのみの株主総会を開催することができます。新型コロナウイルスの感染拡大を受け、ドイツやオ

ーストラリアにおいてもバーチャル株主総会が開催できるよう規制が変更されました。ISS Analyticsによると、2020年は3900件のバ

ーチャル株主総会が開催され1、うち米国が約57%を占めています(図表1)。2019年は、グローバルでのバーチャル株主総会は286

件でした。2

1：Number as of 13 May 2020. Source: ISS Covid-19 Response Center

2：ISS, Annual General Shareholder Meetings & COVID-19 Update, May 11, 2020

図表1：2020年のバーチャル株主総会の地域別割合

出所: ISS Analytics as of 13 May 2020
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株主はバーチャルではない

シュローダーとしては、お客様より受託した資金を適切に管理することが最優先事項であり、投資先の企業に対し、責任を問うことがで

きるということは、我々が有する最も重要なツールの一つです。

今年は例外としてバーチャルのみの株主総会を開催することは可能なものの、一度限りのものであって永続的にバーチャルのみの株主

総会へ切り替えるには課題があると考えます。

バーチャル株主総会は、技術的には費用効率が高く、直接参加のすることができない株主に対しても参加を推進することができるよう

になるという利点があります。一方、バーチャルは補足として活用することができるものであって、リアルな参加の完全な代替となるべきも

のではないと考えます。企業が物理的な株主総会を開催する必要がある理由として、以下4点があげられます

1．多様な意見の表明

物理的な株主総会は、事実上すべての株主に対し質問や懸念を表明すること、そして公の場で広く意見を述べることができる環境を

提供します。一方、バーチャル株主総会では、質問や意見が開催する企業側によって管理される可能性があり、このことは編集されて

いない意見を公の場で記録させる機会が減少することにつながりかねなく、結果として意見の表明を阻害する可能性があります。

2．株主の民主主義

大手機関投資家は、多くの場合企業幹部や取締役と直接会うキャパシティーとリソースの両方を持ち合わせています。一方、小規模

な株主にとってはこのようなミーティングを持ち、株主総会以外で企業幹部と会うことは非常に困難です。株主総会は、企業とその取

締役全員に株主が会うことができ、企業側にとっては全株主に対し説明責任が生じる唯一の場なのです。シュローダーやその他主要

株主がアクセスでき投票できるだけでは十分ではないと考えており、全ての投資家が平等に扱われ、企業が技術の影に隠れることので

きない場で質問をすることができる、ということが重要であると考えます。

3．株主同士のコラボレーション

物理的な株主総会では、投資家は株主総会に参加している他の投資家の考えを認識することができます。一方、バーチャル株主総

会のみになった場合、株主同士が隔離されてしまうことから、同様のことは難しいと考えています。このことは、企業にとって要求を拒否

することをより容易にさせてしまう可能性もあります。

4．企業文化の理解

企業文化は上層部から来るものであり、企業の成功にとっては重要なファクターとなります。企業幹部や取締役メンバーが、難しい質

問や不快に思う事実についてどのように反応するか等から多くのことが推測できます。一方、バーチャル株主総会のみでは、質問事項

を吟味することができ、最初の反応についても抑制するために十分な時間をかけることもできることから、実際とは異なる企業文化を見

せることが可能になってしまいます。
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保守的なスタイルの株主総会に対する肯定的立場

資産運用会社を含む大手の機関投資家が通常株主総会には出席しないというのは事実です。これは、彼らは株主総会以外で企

業に責任を問う機会を有しており、また株主総会に先立って投票ができるシステムを有しているからです。また、今日の株主総会の参

加者は主に少数株主である個人投資家であり、彼らの投票内容が及ぼす影響は限定的であるのも事実です。

株主総会への参加率が年々低下している傾向は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い実施されている規制によりさらに進み、参加

率がゼロになる可能性もあるとみています。企業は、バーチャルのみの株主総会を開催するために、技術的な状況や規制当局の反応

に関心を向けています。このことは今年の株主総会特有の事象ですが、これが前例となり、将来の枠組みになる可能性もあります。

今年は極端な環境であると認識しており、今後はバーチャルと物理的な株主総会を組み合わせるような、より柔軟性の高いアプローチ

が実現可能であると考えています。一方、物理的な株主総会には、株主が企業に責任を問う場として重要な意味があると考えていま

す。一堂に会して企業幹部と直接対面することは、例え実際には何も言わなかったとしても、小株主に発言権を与えるということなので

す。
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2020年第2四半期

エンゲージメント

エンゲージメントの方法

国・地域別エンゲージメント
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出所：シュローダー作成、2020年6月30日時点

セクター別エンゲージメント

出所：シュローダー作成、2020年6月30日時点 出所：シュローダー作成、2020年6月30日時点
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以上の説明は、シュローダーESGチームのグローバルベースでの最近の活動実績を参考情報としてご紹介するものです。個別銘柄、業種、国、地域等についての言及は例示を目
的とするものであり、当該個別銘柄等の購入、売却などいかなる投資推奨を目的とするものではありません。本レポートの利用者がこれらの情報に依拠したことによって発生した損
害について、当社は一切の責任を負いません。また、当社が日本の投資家様向けに設定・運用するファンドでの個別の投資判断と必ずしも一致するものではありません。
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2020年第2四半期

株主の議決権行使

議決権の行使状況

国・地域別議決権行使

出所：シュローダー作成、2020年6月30日時点

反対票を投じた理由

当チームは、我々には株主の議決権を行使する義務があると考えています。従って、議案を評
価した上で、株主に対する受託者責任のもと、議決権を行使します。シェアブロッキング等の理
由により制限が設けられていない限り、全ての決議において投票しています。
今四半期は保有する企業が開催したうち約92％にあたる3790回の株主総会において議決権
を行使しました。
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出所：シュローダー作成、2020年6月30日時点
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2020年第2四半期

エンゲージメントの進捗状況

このセクションでは、1年前（今回の場合、2019年第2四半期）に企業へ行った提案に対しての進捗状況を 「達成」、「ほぼ達成」、

「ある程度の変化」、「変化なし」、 「改善の必要なし」に分類することにより評価します。

下図は、過去3年間における我々のエンゲージメントの有効性を示しています。我々の提案が実施されるまでには、時間を要す

ことが伺えます。従って通常、提案を行った12ヵ月後に評価を行い、その後に渡っても進捗を評価する形をとっています。

出所：シュローダー作成、2020年6月30日時点

過去3年間における提案の有効性

企業とのエンゲージメントの成功水準（％）
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以上の説明は、シュローダーESGチームのグローバルベースでの最近の活動実績を参考情報としてご紹介するものです。個別銘柄、業種、国、地域等についての言及は例示を目
的とするものであり、当該個別銘柄等の購入、売却などいかなる投資推奨を目的とするものではありません。本レポートの利用者がこれらの情報に依拠したことによって発生した損
害について、当社は一切の責任を負いません。また、当社が日本の投資家様向けに設定・運用するファンドでの個別の投資判断と必ずしも一致するものではありません。
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1870年（明治3年）、鉄道敷設のために日本政府が
初めて発行した国債の主幹事をシュローダーが担いました。
それから150年以上たった現在でも、シュローダーは資産運用
業務を通じて日本と英国の架け橋を担い続けています。

日本と英国の架け橋を担い続けるシュローダー

【本資料に関するご留意事項】
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