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10 月初旬までに起きた出来事の中から、IR 等に関連するニュースをピックアップしてお届

けします。IR 会議・取締役会・管理部門会議などで共有ください。 
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■ 2020 年度、ディスクロージャー優良企業を選定 

 

日本証券アナリスト協会が、各セクターアナリストの推薦によるディスクロージャー優良

企業を発表しました。 

 

ディスクロージャー優良銘柄は、業種別、新興市場、個人投資家向け IR、高水準なディス

クロージャーを維持している企業、ディスクロージャーの改善が顕著な企業、の５つの分

野から選定された。 

各優良銘柄は以下の通り 



 

【業種別】 

業種 企業 

建設住宅不動産 大和ハウス工業 

食品 アサヒグループホールディングス 

化学繊維 日産化学 

トイレタリー化粧品 花王 

医薬品 塩野義製薬 

鉄鋼非鉄 日本製鉄 

機械 ダイキン工業 

電気精密 オムロン 

自動車・部品 豊田合成 

エネルギー エネオス・ホールディングス 

運輸 ＡＮＡホールディングス 

通信・インターネット ＧＭＯペイメントゲートウェイ 

商社 三井物産 

小売 ﾊﾟﾝ・ﾊﾟｼﾌｨｯｸ・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 

銀行 三井住友フィナンシャルグループ 

保険証券 東京海上ホールディングス 

ＩＴソフトウェア 野村総合研究所 

広告・メディア オリエンタルランド 

 

【新興市場】 

 

ユーザーベース 

弁護士ドットコム 

メドピア 

 

【個人投資家向け情報提供】 

 

野村総合研究所 

三井住友フィナンシャルグループ 

東京海上ホールディングス 

 

 



【高水準なディスクロージャーを維持】 

 

三菱商事 

ＳＯＭＰＯホールディングス 

ＭＳ＆ＡＤインシュランスグループ・ホールディングス 

 

【ディスクロージャーの改善が顕著】 

 

明治ホールディングス 

武田薬品工業 

ＵＡＣＪ 

オリンパス 

日本瓦斯 

ＴＩＳ 

 

選定基準について 

 

評価分野 配点枠 

経営陣のＩＲ姿勢 10～40 

説明会 20～50 

フェア・ディスクロージャー 10～30 

コーポレート・ガバナンス関連 10～25 

自主的情報開示 5～25 

 

 

 

■ デジタルガバナンス・コード策定が進む 

 

ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の必要性が高まる中、菅政権でも目玉の一つ

となっているデジタル化について、上場企業への評価軸にしようという動きがあります。 

＜2025 年の壁＞といわれる期限（非デジタル資産の崩壊と企業格差の顕在化）に向け、さ

らに投資家にとっても選別傾向は強まると思われます。 

 

今年５月、改正情報処理促進法が改正され、デジタル化への取組が優良な企業を、国が認

定する制度が導入される。 



選定企業は、東証の「ＤＸ注目企業」「ＤＸ銘柄」と連携の予定（注） 

これに伴い、経済産業省は、経営効率を高めるための原則「デジタルガバナンス・コード」

の策定を進めており、その基準は以下のように発表されている。 

 

要素 基準 

経営ビジョン、ビジネスモデル 方向性を公表 

戦略 デジタル技術を組み込んだ戦略を公表 

① 組織・人材 

② ＩＴシステム・デジタル技術活用環境

整備 

成果・重要な指標 戦略の達成度を測る指標を公表 

ガバナンスシステム 経営者自らが対外的に公表 

 

注：ＤＸ銘柄とは・・・ 

 

東証が、6 つの評価基準を参考に、2015 年から選定している。今年は、8 月 25 日、35 銘柄

を選定 

https://www.jpx.co.jp/news/1120/20200825-01.html 

 

【DX 6 つの評価基準】 

1． ビジョン・ビジネスモデル 

2． 戦略 

3． 組織・制度 

4． デジタル技術 

5． 成果・成果指標 

6． ガバナンス 

 

さらにＲＯＥを考慮 

 

 

■ NTT、NTT ドコモを完全子会社化 

 

9 月 29 日、NTT は NTT ドコモの完全子会社化を発表しました。菅政権下における通信料

の値下げ圧力と親子上場解消への動きが強まる中、携帯電話 40％のシェアを持つ同社の非

上場化は、象徴的な出来事となりました。2020 年度に入って、早くも 12 社目の上場親会

https://www.jpx.co.jp/news/1120/20200825-01.html


社による上場子会社の完全子会社化でした。 

NTT ドコモにとって、5G 時代の成長戦略の策定が最大の課題ですが、ドコモ口座の問題

も足下にあり、緊急課題は多く、新経営陣への期待が大きくなっています。 

 

NTT ドコモの発行済み株式数のうち、38％程度を NTT が買い取り、100％子会社にするこ

とを発表。買取価格は 3900 円（前日終値 2775 円）。買収総額は 4 兆 2500 億円で、国内企

業への TOB では過去最大。 

新社長は井伊副社長（6 月に NTT から転籍）。 

NTT 株価は、2500 円近辺から 2100 円台へ急落後、2200 円～2300 円のもみ合い。 

 

 

■ 増加したアクティビストからの提案 

 

アクティビストからの株主総会などでの提案件数が、22 件と前年 1 年間の件数をすでに

上回りました。新型コロナウイルス感染拡大下で、自粛されるかと思われていましたが、

そうはいかなかったようです。 

 

【新型コロナ感染拡大以降のアクティビスチの提案】 

 

月 上場企業 アクティビスト 提案内容 

5 月 フジテック AVI 政策保有株式の売却 

5 月 テレビ朝日 HD RMB 自社株買い 

6 月 ニチイ学館 リム・アドバイザーズ MBO 期間延長と価

格引上げ 

6 月 東芝 エフィッシモ 取締役選任 

8 月 ファミリーマート オアシス 特別配当 

 

 

■ 8 月の資本政策など 

 

株式分割 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

権利取最

終日
コード 市場 銘柄名 比率 効力発生日

2月24日 8953 東 日本リテール 1→2 3月1日

12月28日 6544 東1 ＪＥＳＨＤ 1→2 1月1日

11月26日 3994 マザ マネフォワ－ド 1→2 12月1日

11月2日 9273 東1 コーア商事Ｈ 1→2 11月6日

10月28日 3562 JQ Ｎｏ．１ 1→2 11月1日

10月28日 4880 マザ セルソース 1→3 11月1日

10月28日 3491 マザ ＧＡ　ＴＥＣＨ 1→3 11月1日

10月28日 9143 東1 ＳＧＨＤ 1→2 11月1日

10月28日 3475 東1 グッドコムＡ 1→2 11月1日

10月28日 3038 東1 神戸物産 1→2 11月1日


