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１.概観 
 

近年、我が国においては、企業と投資家の建設的な対話が、企業の持続的成長のために重

要であると言われている。企業と投資家との対話が促進されるためには、対話の基礎及び土

台としての平時の対話のための企業情報開示の充実が必要であるのみならず、対話の場の一

つである株主総会における議決権行使に向けた諸活動（招集通知等の発送や株主総会当日の

運営）もまた重要であると言える。 
そこで、我が国における企業情報開示の制度概要と実務及び株主総会の制度概要と実務に

ついて、欧米諸国（米国、カナダ、英国、ドイツ及びフランス）との比較により、企業情報

開示及び株主総会における諸活動について、それらの現状について概観する。 
 
 
２.企業情報開示 
 

株主との対話の基礎となる情報開示は、年度情報開示がメインである。以下、各国におけ

る年度情報開示及び監査に加え、半期あるいは四半期情報開示に係る制度概要と実務につい

て記述する。 
 
（1）年度情報開示 
 
①我が国の制度概要と実務 1 
 
(a)制度概要 
 

我が国の年度情報開示には、会社法による各事業年度に係る計算書類・連結計算書類及び

事業報告の株主への提供、金融商品取引法による有価証券報告書の公衆縦覧、並びに証券取

引所の上場規則による決算短信の開示がある。 
  

                                                   
1 参照：基礎資料編：企業情報開示や株主総会プロセスを巡る我が国及び諸外国の制度と実務（以

下、「基礎資料編」という。）＜１．概要版＞P15「日本における制度と実務」。 
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ⅰ)会社法 
 
イ)主な開示内容 
 
会社法による、株主に提供される事業報告及び計算書類並びに連結計算書類の概要は、以

下のとおりである。 
 

 事業報告及び計算書類 連結計算書類 
条文 会社法第 435 条第 2 項 会社法第 444 条第 3 項 
対象会社 全ての株式会社 有価証券報告書を提出する大会社 
内容  事業報告 

 計算書類 
・ 貸借対照表 
・ 損益計算書 
・ 株主資本等変動計算書 
・ 個別注記表 

 連結計算書類 
・ 連結貸借対照表 
・ 連結損益計算書 
・ 連結株主資本等変動計算書 
・ 連結注記表 

 
また、公開会社（定款に株式の譲渡制限の定めを設けていない株式会社（会社法第 2 条第

5 号））かつ会計監査人設置会社の事業報告の内容は、以下のような事項となる（会社法施行

規則第 118 条から第 126 条）2。 
 

事業報告の内容 
・会社の状況に関する重要な事項 
・内部統制システムの整備についての決定・決議事項 
・株式会社の支配に関する基本方針 
・株式会社の現況に関する事項 
 
 
 
 
 
 
 
・会社役員に関する事項 
・社外役員を設けた株式会社の特則 
・株式に関する事項 
・新株予約権等に関する事 
・会計参与設置会社における報告事項 
・会計監査人設置会社における報告事項 

                                                   
2 出所：あずさ監査法人「会社法決算の実務 第 9 版」中央経済社（2015 年）130 から 133 頁。 

○主要な事業内容 
○主要な営業所・工場、使用人の状況 
○主要な借入先と借入額 
○事業の経過・成果 
○直前 3 事業年度の財産・損益の状況 
○対処すべき課題 
○重要な親会社、子会社の状況 

○資金調達の状況、設備投資の状況、事

業の譲渡、吸収分割の状況、他社の事

業の譲受けの状況、吸収合併、吸収分

割による権利義務承継の状況、他社の

株式、新株予約権等の取得又は処分の

状況 
○その他会社の現況に関する重要な事項 



 

3 
 

ロ)開示タイミング 
 

公開会社における株主総会招集通知（事業報告及び計算書類を添付）は、総会開催日の 2
週間前までに発送しなければならない（会社法第 299 条第 1 項、第 437 条、第 444 条第 6
項）。 

 
ⅱ)金融商品取引法 
 

上場会社等は、事業年度ごとに有価証券報告書を提出することが義務付けられている（金

融商品取引法第 24 条第 1 項）。同報告書は、インターネットを利用して広く一般に提供する、

EDINET（Electronic Disclosure for Investors’NETwork, 開示用電子情報処理組織と呼ばれ

る金融商品取引法に基づく開示文書に関する電子情報開示システム）を通して公衆縦覧される

（金融商品取引法第 27 条の 30 の 3、第 27 条の 30 の 7）。 
 
イ)開示内容 3 

 
第１．【企業の概況】 

1.【主要な経営指標等の推移】   4.【関係会社の状況】 
2.【沿革】            5.【従業員の状況】 
3.【事業の内容】 

第２．【事業の状況】 
1.【業績等の概要】        5.【経営上の重要な契約等】 
2.【生産、受注及び販売の状況】  6.【研究開発活動】 
3.【対処すべき課題】       7.【財政状態、経営成績及びキャッシュ 
4.【事業等のリスク】         ・フローの状況の分析】 

第３．【設備の状況】 
1.【設備投資等の概要】 
2.【主要な設備の状況】 
3.【設備の新設、除却等の計画】 

第４．【提出会社の状況】 
1.【株式等の状況】        4.【株価の推移】 
2.【自己株式の取得等の状況】   5.【役員の状況】 
3.【配当政策】          6.【コーポレート・ガバナンスの状況等】 

 

                                                   
3 企業内容等の開示に関する内閣府令第三号様式、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関す

る規則第 92 条 様式第九号から第十一号、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第

121 条 様式第十、様式第十一号、第十一号の二、第十四号。 
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第５．【経理の状況】 
1.【連結財務諸表等】 
 （1）連結財務諸表 
  ①【連結貸借対照表】 
  ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】又は【連結損益及び包括利益

計算書】 
  ③【連結株主資本等変動計算書】 
  ④【連結キャッシュ・フロー計算書】 
  ⑤【連結附属明細表】（社債明細表、借入金等明細表、資産除去債務明細表） 
 （2）その他 
2.【財務諸表等】 
 （1）財務諸表 
  ①【貸借対照表】 
  ②【損益計算書】  
  ③【株主資本等変動計算書】 
  ④【附属明細表】（有価証券明細表、有形固定資産等明細表及び引当金明細

表） 
 （2）主な資産及び負債の内容 
 （3）その他 

 
 
ロ)開示タイミング 
 
有価証券報告書は、原則として、事業年度終了後 3 ヶ月以内に提出しなければならない（金

融商品取引法第 24 条第 1 項）。 
 

ⅲ)有価証券上場規程（東京証券取引所）4 
 

上場会社は、事業年度又は連結会計年度に係る決算の内容が定まった場合は、所定の「決

算短信（サマリー情報）」により、直ちにその内容を開示することが義務付けられている（有

価証券上場規程第 404 条）。決算短信の開示は、TDnet（Timely Disclosure network、適時開

示情報伝達システム）を利用して行われる（有価証券上場規程第 414 条第 1 項）。 
なお、我が国では、事業年度の決算内容の開示に際して、売上高、営業利益、経常利益等

の業績予想を開示することが、長年に亘る実務慣行として広く定着しており、また投資者にと

って有用な投資判断情報であることから、東京証券取引所（以下「東証」という）は積極的な

                                                   
4 参照：基礎資料編＜１．概要版＞P15「日本における制度と実務」、P58「日本におけるアーニング

リリース(決算短信)」。 
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開示に取り組むよう、上場会社に要請している（決算短信・四半期決算短信の作成要領等）。 
上記規定に基づき開示した内容について変更又は訂正すべき事情が生じた場合は、直ちに

当該変更又は訂正の内容を開示することが求められる（有価証券上場規程第 416 条第 1 項）。

また、決算短信が未提出である等、有価証券上場規程第 404 条に違反したと取引所が認める

場合、改善報告書の提出、公表措置、違約金等の違反規定が別途定められている（有価証券上

場規程第 502 条、第 508 条、第 509 条）。 
 
イ)開示内容 
 

・サマリー情報 
決算短信（サマリー情報）は、投資者の投資判断に重要な影響を与える上場会社の決算

の内容について、所定の「決算短信（サマリー情報）」の様式及び記載上の注意事項にし

たがって作成することとされている（決算短信・四半期決算短信の作成要領等）。 
 

サマリーの記載項目 
1.連結業績 
2.配当の状況 
3.連結業績予想 
注記事項 

(期中における重要な子会社の異動/会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正

再表示/発行済株式数) 
（参考）個別業績の概要 
監査手続の実施状況に関する表示 
業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 
・添付資料 

決算短信（添付資料）には、東証が最低限の開示内容として添付を求めている事項（「一

律に記載を要請している事項」）のほか、上場会社が投資者の投資判断情報としての有用

性を踏まえて、適宜、経営成績又は財政状態に関する情報を追加して記載することができ

るとされている（決算短信・四半期決算短信の作成要領等）。 
 

＜添付資料の項目＞ 一律 追加 
○ 添付資料の目次 ○ 

 
１．経営成績・財政状態に関する分析 ○ 

 
 (１）経営成績に関する分析 ○ 

 
 (２）財政状態に関する分析 ○ 

 
 (３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 
○ 
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 (４）事業等のリスク 
 

○ 
 (５）継続企業の前提に関する重要事象等 ○ 

 
２．企業集団の状況 

 
○ 

３．経営方針 ○ 
 

 (１）会社の経営の基本方針 ○ 
 

 (２）目標とする経営指標 ○ 
 

 (３）中長期的な会社の経営戦略 ○ 
 

 (４）会社の対処すべき課題 ○ 
 

 (５）その他、会社の経営上重要な事項 ○ 
 

４．会計基準の選択に関する基本的な考え方 ○ 
 

５．連結財務諸表 ○ 
 

 (１）連結貸借対照表 ○ 
 

 
(２）連結損益及び包括利益計算書 又は 連結損益計算書及び連結包括

利益計算書 
○ 

 
 (３）連結株主資本等変動計算書 ○ 

 
 (４）連結キャッシュ・フロー計算書 ○ 

 
 

(５）連結財務諸表に関する注記事項 ○ 
 

  
継続企業の前提に関する注記、会計方針の変更、会計上の見積り

の変更、修正再表示、セグメント情報、１株当たり情報、重要な

後発事象 
○ 

 

  

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、未適用の会計

基準等、表示方法の変更、追加情報、連結貸借対照表関係、連結

損益計算書関係、連結包括利益計算書関係、連結株主資本等変動

計算書関係、連結キャッシュ・フロー計算書関係、リース取引関

係、金融商品関係、有価証券関係、デリバティブ取引関係、退職

給付関係、ストック・オプション等関係、税効果会計関係、企業

結合等関係、資産除去債務関係、賃貸等不動産関係、セグメント

情報等（関連情報、報告セグメントごとの固定資産の減損損失に

関する情報、報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残

高に関する情報、報告セグメントごとの負ののれん発生益に関す

る情報）、関連当事者情報 

 
○ 

６．個別財務諸表 
 

○ 
７．その他 

 
○ 

(注) 表中の「一律」は一律に記載を要請している事項、また「追加」は投資判断に有用な

情報の追加に係る要請（最終的な開示の要否の判断は、上場会社が行うこととされてい

る項目）。 
 



 

7 
 

ロ)開示タイミング 
 
「決算発表の早期化の要請」として、遅くとも決算期末後 45 日以内の開示が適当であり、

決算期末後 30 日以内の開示がより望ましいとされている。なお、決算期末後 50 日を超える

場合には、決算内容の開示後遅滞なく、その理由及び翌事業年度又は翌連結会計年度以降に

おける決算内容の開示時期に係る見込み又は計画についての開示が求められている。 
あわせて、決算の内容の早期開示に向けて、決算に関する社内体制の整備及び充実並びに

財務諸表監査を行う公認会計士又は監査法人との緊密な連携を確保することが要請されてい

る（決算短信・四半期決算短信の作成要領等）。 
 
(b)実務 5 
 

上場企業は、有価証券上場規程に基づく適時開示として決算日後 1 ヶ月程度（平均 37.0 日）

で決算短信を開示している。 
その後、会社法に基づく事業報告及び計算書類等並びに株主総会参考書類を株主総会招集

通知の添付書類として、決算日後 2 ヶ月（平均 63.9 日）、総会の 2～3 週間前のタイミングで

株主宛に発送している。なお、会社法に基づく会計監査は決算短信の公表前後（平均 42.5 日）

に行われており、約 4 割の企業が、決算短信の公表以前に監査報告書を入手している 6。 
金融商品取引法に基づく有価証券報告書を、総会開催日の当日あるいは翌日以降（平均 87.4

日）に開示し、金商法に基づく監査報告書をその直前（平均 86.1 日）に入手している。 
さらに、アニュアルレポート（日本語版／英語版）、CSR 報告書、サステナビリティー報告

書、統合報告書などを各社の任意で開示している。 
決算短信及び有価証券報告書は、TDnet 及び EDINET といった電子的な情報開示システム

においてデータ処理が可能な形で開示が行われる。一方、会社法に基づく事業報告及び計算

書類等は、インターネットで開示される情報と書面で開示される情報が混在している。また、

インターネットで開示される情報も PDF 形式であり、データ処理が可能な形とはなっていな

い。 
 
 
 
 
 
 

                                                   
5 参照：基礎資料編＜１．概要版＞P16「日本における制度と実務～開示等のスケジュール」。 

6 出所：油布志行=静正樹=井上隆=弥永真生=森公高=山田治彦「【座談会】会社法監査における十分

な監査時間の確保に向けて～「監査における不正リスク対応基準」の適用を踏まえて-東京証

券取引所に上場している 2013 年 3 月期決算会社（1,706 社）における決算短信日、監査報

告書日等に関する調査-」会計・監査ジャーナル（2014 年 6 月号） 
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②米国・カナダの制度概要と実務 
 
(a)制度概要 

 
＜米国＞7 

内国公開会社は、1934 年証券取引所法（The Securities Exchange Act of 1934）に基づき、

年次報告書（Form 10-K）を SEC（米国証券取引委員会）に提出しなければならない（第

13 条（a）、第 15 条（d））。また取締役の選任に関して委任状の勧誘が行われる場合、株主向

けの年次報告書を作成し、SEC にも提出する（第 14 条（a）、Code of Federal Regulations §
240.14a-3）。 
加えて、取引所規則では、上場会社は、タイムリーディスクロージャーの観点から、当該

株式の売買に重要な影響を与えることが合理的に想定されるニュース又は情報を、速やかに

公表すべきことが求められている。 
一方、米国を拠点とする株式公開会社の 50%以上が準拠して設立しているとされる 8 デラ

ウェア州の会社法（Delaware General Corporation Law）では、財務諸表の作成は求められ

ていない。 
 
ⅰ)1934 年証券取引所法（The Securities Exchange Act of 1934） 
 

SEC 提出用の年次報告書の開示に関する具体的な規則及び様式は、SEC のCode of Federal 
Regulation Title17 （17CFR）に定められている。内国公開会社は、SEC レギュレーション

S-X（財務情報）及び SEC レギュレーション S-K（非財務情報）に規定される開示項目を、

Form 10-Kの様式で、EDGAR（Electronic Data-Gathering, Analysis, and Retrieval system）

を通して SEC へ提出する。 
株主向けの年次報告書についても、SECレギュレーションS-X（財務情報）及びSECレギュ

レーションS-K（非財務情報）に準拠して作成される。1974 年の改正まで、証券取引法を中

心とする法規制には、株主向けの年次報告書に適用されるべき規定が設けられていなかった。

しかし、1970 年代に証券取引所やSECは、年次報告書の開示を株主に対してより意味のある

ものとすべく改善を行い、企業の財政状態と経営成績を適切に表示すると経営者が考え、継

続的に作成された直近 2 事業年度の比較財務諸表や、最近 5 年間の「営業成績の要約」と、

これについての最近 3 年間の動向に関する「経営者による財政状態及び経営成績に関する議

論及び分析」といった追加的な情報開示を要求した。その後、SECは 1980 年に株主向けの年

次報告書を改正し、株主向けの年次報告書には、Form10-Kにおける財務諸表と同じものを掲

載することとした。また、Form10-Kの内容に関して、株主向けの年次報告書と重複する部分

                                                   
7 参照：基礎資料編＜１．概要版＞P17～18「米国における制度と実務」。 
8 参照：State of Delaware HP:About Agency 

http://www.corp.delaware.gov/aboutagency.shtml 

http://www.corp.delaware.gov/aboutagency.shtml
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は共通の内容を開示することとされた 9。これによって、Form 10-Kと株主向けの年次報告書

の実質的な一元化が図られている。 
 
イ)開示内容 
 
・SECレギュレーションS-X（財務情報） 

U.S. GAAP（米国会計基準）に準拠して作成した、連結財務諸表（連結貸借対照表、連結

包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書）とその注

記が含まれている。なお、原則として連結財務諸表のみが求められており、単体財務諸表の

開示は求められていない（Code of Federal Regulations § 210.3A-02）。ただし、Consolidated 
restricted net assets（連結子会社の純資産のうち、親会社に対して貸付、前渡金及び配当

の形で資金を移転することが制限されている部分）が、最近事業年度末の連結純資産の 25%
を超える場合には、親会社の単体財務諸表の開示が求められる（Code of Federal 
Regulations § 210.5-04（c））といった例外的な規定が存在する。 

 
・SECレギュレーションS-K（非財務情報）（Form 10-Kの項目） 

 
項目 記載事項 

第1部 
Item 1  事業の概要  
Item 1A  リスク情報  
Item 1B  未解決の SECスタッフからのコメント  
Item 2  重要な有形固定資産  
Item 3  重要な訴訟の状況  
Item 4  鉱山保安に係る開示  
第2部 
Item 5  普通株式の市場価格及び関連する株主事項  
Item 6  財務データ抜粋  
Item 7  財政状態及び経営成績に関する経営陣の議論及び分析（MD&A）  
Item 7A  市場リスクに関する定量的及び定性的開示  
Item 8  財務諸表と補足情報  
Item 9  監査人の交代及び監査人との会計、開示に係る見解の相違  
Item 9A  内部統制に関する経営者の評価  
Item 9B  その他の情報  
第3部 

                                                   
9 参照：平松一夫「米国における年次株主報告書規制の展開」商学論究 32 巻 2 号（1984 年） 
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Item 10  役員の状況及びコーポレート・ガバナンス  
Item 11  役員の報酬  
Item 12  株式報酬  
Item 13  関連する人、発起人、支配者、独立取締役との取引  
Item 14  監査報酬及び受領したサービス  
第4部 
Item 15  提出物  

 
 
ロ)開示タイミング 
 

時価総額に応じて、年次報告書の提出時期が異なる（表中の Form 10-Q については、後

述（3）半期／四半期情報開示を参照）。 
 

区分 提出期限 
Form 10-K Form 10-Q 

大規模早期提出会社(注)１． 60日以内 40日以内 
早期提出会社(注)２． 75日以内 40日以内 
非早期提出会社 90日以内 45日以内 

(注)１．大規模早期提出会社は、事業年度末において、以下のような要件を満たす会社で

ある（Code of Federal Regulations §240.12b-2(2)）。 
① 議決権付株式及び無議決権株式につき、直近第2四半期の最終営業日において、世

界規模の時価総額が700百万ドル以上（non-affiliatesが保有するものに限る） 
② 12ヶ月以上、証券取引所法第13条(a)又は第15条(d)に基づく開示義務の対象となっ

ていること 
③ 1回以上、証券取引所法第13条(a)又は第15条(d)に基づく年次報告書を提出してい

ること 
④ 小規模会社の特例の適用対象外であること 

(注)２．早期提出会社は、事業年度末において、以下のような要件を満たす会社である

（Code of Federal Regulations §240.12b-2(1)）。 
① 議決権付株式及び無議決権株式につき、直近第2四半期の最終営業日において、世

界規模の時価総額が75百万ドル以上700百万ドル未満（non-affiliatesが保有するも

のに限る） 
② 12ヶ月以上、証券取引所法第13条(a)又は第15条(d)に基づく開示義務の対象となっ

ていること 
③ 1回以上、証券取引所法第13条(a)又は第15条(d)に基づく年次報告書を提出してい

ること 
④ 小規模会社の特例の適用対象外であること 
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ⅱ)取引所規則 10（ニューヨーク証券取引所の場合、Listed company manual） 
 

上場会社は、タイムリーディスクロージャーの観点から、当該株式の売買に重要な影響を

与えることが合理的に想定されるニュース又は情報を、速やかに公表すべきことが求められ

ている（Listed company manual 202.05）。 
速やかに公表すべき情報の例として、年次及び四半期損益、配当の発表、合併、買収、公

開買付、株式分割、主要なマネジメントの変更、その他異常又は臨時で重要な項目、主要な

新製品に関するニュース、落札、拡大計画及び新発見といった項目が示されている（Listed 
company manual 202.06）。 
また、SEC に提出した年次報告書は、自社のウェブサイトで公開することが要請されてい

る（Listed company manual 203.01）。 
 
＜カナダ＞11 

カナダの年度財務情報開示には、会社法による財務諸表の株主への開示、証券法による年

次報告書の開示、及び取引所規則による決算情報の開示がある。 
 

ⅰ)オンタリオ州事業会社法（Ontario Business Corporations Act、以下「OBCA」という。）

及びオンタリオ州事業会社法規則（Ontario Business Corporations Act Regulation、以下

「OBCR」という。）12 
 

イ)開示内容 
 
公募を行う会社（offering corporation）は、証券法及び関連する規則で提出すべき財務諸

表及び会計監査人の監査報告書（該当がある場合）を、年次株主総会に提出する（OBCA 
154(1)）。財務諸表には、貸借対照表、剰余金計算書、損益計算書及び株主資本等変動計算書

が含まれる（OBCR 42（1））。 
 
ロ)開示タイミング 
 
公募を行う会社（offering corporation）における財務諸表は、総会開催日の 21 日前までに

発送しなければならない（OBCA 154(3)）。 
 
 

                                                   
10 参照：基礎資料編＜１．概要版＞P59「米国におけるアーニングリリース」。 
11 参照：基礎資料編＜１．概要版＞P25～26「カナダにおける制度と実務」。 
12 カナダでは、各州ごとの会社法と連邦会社法であるカナダ事業会社法が存在する。カナダ事業会

社法（Canada Business Corporation Act）でも、財務作成の作成に関してはオンタリオ州事業会

社法とほぼ同様の規定となっている（Canada Business Corporation Act 155(1)）。 
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ⅱ)オンタリオ州証券法（Ontario Securities Act）及び National Instruments 
 

カナダでは証券規制は州の管轄であり、その規制は州ごとに異なっている。ただし、各州

の証券規制当局により構成されるカナダ証券管理局（Canadian Securities Administrators）
により認められた National Instruments を、各州の証券規制当局が自州の規制として取り込

むことで、各州間の調整が図られている。 
証券法では、報告発行会社（reporting issuers、目論見書または公開買付けを通じて有価証

券を発行した発行者、またはその有価証券が取引所に上場されている発行者）は、年次財務

諸表（Annual Financial Statements）、経営者による財政状態及び経営成績の分析

（Management's Discussion and Analysis）及び年次情報様式（Annual Information Form）

等を電子開示システム SEDAR（System for Electronic Document Analysis and Retrieval）
に提出するとしている（NATIONAL INSTRUMENT 13-101、51-102）。 

 
イ)開示内容 
 
・年次財務諸表（Annual Financial Statements） 

年次財務諸表には、包括利益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算

書、財政状態計算書及び注記が含まれる（National Instrument 51-102 4.1(1)）。 
 

・経営者による財政状態及び経営成績の分析（Management's Discussion and Analysis） 
経営者による財政状態及び経営成績の分析の記載様式が定められており

（Form51-102F1）、記載事項は以下のとおりである。 
 

項目 記載事項 
1.1 日付 
1.2 全般的な業績 
1.3 選択した財務指標 
1.4 経営成績 
1.5 四半期結果の総括 
1.6 流動性 
1.7 資金の源泉 
1.8 オフバランス契約 
1.9 関連当事者との取引 
1.10 第4四半期 
1.11 予定取引 
1.12 重要な会計上の見積り 
1.13 会計方針の変更（初度適用を含む） 
1.14 金融商品等 
1.15 その他MD&Aの要求事項 
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・年次情報様式（Annual Information Form） 
年次情報様式の記載様式が定められており（Form51-102F2）、記載事項は以下のとおりで

ある。 
 

項目 記載事項 
Item 1  表紙 
Item 2  目次 
Item 3  会社組織 
Item 4  事業の一般的な発展 
Item 5  事業の状況 
Item 6  配当及び利益処分 
Item 7  資本構成 
Item 8  株式市場 
Item 9  預託証券 
Item 10  役員の状況 
Item 11  発起人 
Item 12  法的手続及び規制措置 
Item 13  重要な取引における経営者等の利益 
Item 14  名義書換代理人及び登録者 
Item 15  重要な契約 
Item 16  専門家の利益 
Item 17  補足情報 
Item 18 情報提供書類を送付しない会社に関する追加的な開示 

 
 
ロ)開示タイミング 
 

venture issuer を除き、原則として期末日後 90 日以内に年次財務諸表（Annual Financial 
Statements）、経営者による財政状態及び経営成績に関する議論及び分析（Management's 
Discussion and Analysis）及び年次情報様式（Annual Information Form）を提出する必要

がある。 
 

ⅲ)取引所規則 13（トロント証券取引所の場合、TSX Company Manual） 
 

上場会社は、タイムリーディスクロージャーの観点から、年度決算の速報が推奨されてい

る（TSX Company Manual Sec.441.）。 
                                                   
13 参照：基礎資料編＜１．概要版＞P60「カナダにおけるアーニングリリース」。 
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(b)実務 14 
 
＜米国＞ 

内国公開企業は、決算日後 1～2 ヶ月程度（大規模:32.5 日、中規模:36.9 日、小規模:57.7
日）で、取引所規則に従い、年次業績等を開示している。なお、プレスリリース等開示され

た情報は、Form 8-K で EDGAR にも提出される。 
とりわけ、Bank of America Corporation（決算日後 15 日）、Pfizer（決算日後 28 日）、及

び Boeing Company（決算日後 29 日）などの大規模企業には、早期に決算発表を行う会社が

見られる。 
1934 年証券取引所法に基づく年次報告書（Form 10-K）は、決算日後 2 ヶ月弱（大規模:51.5

日、中規模:55.5 日、小規模:67.0 日）で SEC に提出され、同時にウェブサイト等で開示され

ている。 
 
＜カナダ＞ 

上場企業は、決算日後 1～2 ヶ月半程度（大規模：36.7 日、中規模：59.8 日、小規模：74.3
日）で、取引所規則に従い、年次業績等を開示している。なお、プレスリリース等開示され

た情報は、SEDAR にも提出される。 
証券法に基づく年次報告書は、決算日後 2 ヶ月半程度（大規模：72.1 日、中規模：78.8 日、

小規模：87.3 日）で証券当局に提出される。 
 
  

                                                   
14 参照：基礎資料編＜１．概要版＞P19 ～21「米国における制度と実務～開示等のスケジュール」

及び P27 ～29「カナダにおける制度と実務～開示等のスケジュール」。 
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③欧州の制度概要と実務 
 
(a)制度概要 
 
＜EU＞15 

EU 加盟国における法制度は、EU 指令等を各国の法制度に取り込むこととなっている。 
開示に関連する主な EU 指令は、会計指令（4 号（単体）、7 号（連結））及び透明性指令で

あり、当該指令と各国の法令の関係は以下のとおりである。 
 

EU 指令 英国 ドイツ フランス 

会計指令（4 号（単体）、

7 号（連結）） 
・会社法 

・商法 

・株式法 
・会社法 

透明性指令 
・開示透明性規則 

・上場規則 
・有価証券取引法 

・通貨金融法典 

・AMF 一般規則 

 
また、開示に関連する EU 指令の内容は、以下のとおりである。 
 

・会計指令（4号（単体）、7号（連結）） 
年次（連結）財務諸表、マネジメント・レポート及びコーポレート・ガバナンス・ステー

トメント （マネジメント・レポートに含めて開示）の作成が要求される。  
売上高、総資産及び平均従業員数に応じて、会社を大規模、中規模及び小規模に分類し、

小規模会社に対して開示の負担を軽減するための減免措置を与えている。ただし、上場会社

等の公開会社（public interest entity）は、規模にかかわらず大規模会社の規定を適用する

こととされている。 
 

項目 中規模会社 小規模会社 

売上高 
EUR 8,800,000 超 

EUR 35,000,000 以下 
EUR 8,800,000 以下 

総資産 
EUR 4,400,000 超 

EUR 17,500,000 以下 
EUR 4,400,000 以下 

平均従業員数 50 名超 250 名以下 50 名以下 

（注）上記基準のうち、2 つ以上満たす場合に中会社もしくは小会社とされる。 

 
                                                   
15 参照：基礎資料編＜１．概要版＞P32「（参考１）EU における開示制度の概要」 。 
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・透明性指令 
EU規制市場における情報開示義務の統一を目的としている。 
EU規制市場で証券が取引される会社に適用され、下記書類の作成が必要である。なお、

期中マネジメント・ステートメントは、2015年11月までに廃止されることが決定している。 

 半期報告書（要約財務諸表、期中マネジメント・レポート、経営者による宣誓書） 
 期中マネジメント・ステートメント（上期と下期の期中に作成し、四半期財務報告

を行っている場合は、省略可） 
 
イ)開示内容 
 
会計指令に基づき、大規模企業、中規模企業及び公的企業（Public-Interest Entities：規制

市場で証券が取引されることが認められている企業等）には次頁の開示が求められる。 
 

・年次（連結） 財務諸表（貸借対照表、損益計算書及び注記を含む） 
・マネジメント・レポート 

 
企業の事業の発展と業績及び財政状態に関する公正なレビュー並びに主要なリ

スクと不確実性に関する説明 

 

以下の情報に関する目安となる情報 
－ 決算日後に発生した重要な事象 
－ 企業の将来の発展 
－ 研究開発活動 
－ 自己株式取得に関する情報 
－ 支店の存在 
－ 発行体の資産・負債、財政状態及び損益の評価にとって重要である場合、

金融商品の使用に関する以下の情報 
①リスク管理目的及び方針（主要な予定取引に関してヘッジ会計を適用し

ている場合のヘッジ方針を含む） 
②価格リスク、信用リスク、流動性リスク及びキャッシュ・フローリスク

に対するエクスポージャー 

 
コーポレート ・ガバナンス・ステートメント 
（相互参照できれば独立した他の報告書としてもよい） 

 
 

透明性指令においては、上記の会計指令に基づく開示書類に加え、経営者による宣誓書

（responsibility statements）の開示が求められている。 
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ロ)開示タイミング 
 
透明性指令では、期末日後 4 ヶ月以内での公表が要請されている（透明性指令第 4 条第１

項）。 
 

＜英国＞16 
英国では、EU の会計指令は会社法に、透明性指令の内容は FCA（Financial Conduct 

Authority、金融行動監視機構）の開示透明性規則（Disclosure Rules and Transparency Rules）
や上場規則（Listing Rules）に反映されている。 

 
イ)開示内容（各開示規制との関係） 

 

会社法（Companies Act 2006）  
・個別財務諸表 
・連結財務諸表 
・取締役報告書 
（コーポレートガバナンスに関する説明を含む） 

・戦略報告書 
・取締役報酬報告書 

証券関連法 
-開示透明性規則 
-上場規則 
 
（プレミアム上場

企業） 
・長期インセンテ

ィブスキームの

詳細 
・会社の取締役が

放棄若しくは放

棄することに合

意した会社又は

子会社からの報

酬に係る取り決

めの詳細等 

取引所規則 
( 取引所独

自の要請は

ない) 

・経営者による宣誓書   
 

・取締役報告書 
取締役は、取締役報告書を作成し、取締役会の承認を受ける必要がある（Companies Act 

2006 415（1）、419（1））。取締役報告書には、「取締役の氏名」及び「配当の方法で支払わ

れるよう取締役が勧告した額」を記載することとされている（Companies Act 2006 416（1）
（3））。その他の記載事項は、会社の規模別に、大規模会社・中規模会社・グループの規則と、

小規模会社・グループの規則により定められている。 

                                                   
16 参照：基礎資料編＜１．概要版＞P30～31「英国における制度と実務」。 
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大規模会社・中規模会社の取締役報告書の記載事項は、大規模会社・中規模会社・グルー

プ規則（The Large and Medium-sized Companies and Groups（Accounts and Reports） 
Regulations 2008）の別紙 7 において、以下のとおり規定されている。 

 
第 1 編 一般的な事項（政治献金、政治支出等を含む） 
第 2 編 自己株式の取得に関する開示 
第 3 編 障害者の雇用等に関する開示 

第 4 編 従業員の参加 

第 5 編 削除 

第 6 編 一定の上場会社に要求される開示 

第 7 編 地球温室効果ガス排出量に関する開示 
 

また、株式を規制市場に上場する会社については、Companies Act 2006 992 にも別途記

載事項が定められている。 

 
・戦略報告書 
英国の会社法を管轄する BIS（Department for Business, Innovation & Skills、ビジネス・

イノベーション・職業技能省）が英国議会に提出した、英国 2006 年会社法を改正する規則案

は、2013 年 8 月に承認決議を受けて制定された。当該規則により、2013 年 10 月より、大規

模会社と中規模会社に関しては取締役報告書の一部として記載されていた「事業の概要」の

内容を強化した「戦略報告書」を別途作成することが要求されている。記載事項は、以下の

とおりである（Companies Act 2006 414C）。 

 
第 2 項(a) 会社の事業に関する公正な分析 
第 2 項(b) 会社が直面する主なリスク及び不確実性に関する事項 
第 3 項(a) 会計期間における事業の発展と業績に関する総括的な分析 

第 3 項(b) 期末時点の事業の状況に関する総括的な分析 
 

事業の発展・業績・状況を理解する上で必要な範囲において、以下の情報を開示すること

が求められる。 

 
第 4 項(a) 財務上の主要なパフォーマンス指標を用いた分析 

第 4 項(b) 
環境及び従業員に関する情報を含む他の主要なパフォーマンス指標

を用いた分析（中会社は免除） 
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上場企業においては、事業の発展・業績・状況を理解する上で必要な範囲において以下の

情報を開示することが求められる。 

 

第 7 項(a) 
会社の将来の事業の発展、業績、及び状況に影響を与える可能性が高

い主要なトレンド及び要因 

第 7 項(b) 

次の事項に関する会社の方針及び当該方針の効果に関する情報 

・環境に関する事項 
・会社の従業員 
・社会、地域社会及び人権問題に関する事項 
会社が開示を行わない場合は、その情報が非開示である旨を記載しな

ければならない。 

 
上場会社の場合、以下の項目を含まなければならない。 

 

第 8 項(a) 会社の戦略の記述 

第 8 項(b) 会社のビジネスモデルの記述 

第 8 項(c) 

営業年度の末日に確認できる以下の内訳 
(i)取締役であった者の性別人数（グループ報告書の場合、親会社を記

載する） 
(ii)上級管理者であった者の性別人数（(i)に算入された者を除く。ま

た、グループ報告書の場合、子会社の取締役を含む） 
(iii)従業員であった者の性別人数 

 

・取締役報酬報告書 
上場会社の取締役は、取締役報酬報告書を作成し、取締役会の承認を受ける必要がある

（Companies Act 2006 420(1),422(1))。また、株主総会の決議にかけられるものの、会社は

株主総会の決議に拘束されない（Companies Act 2006 439(5))。取締役報酬報告書の主な記

載事項は、以下のとおりである（大会社・中会社・グループ（計算書類・取締役報告書）規

則)。 

 取締役の報酬に関する考慮事項（報酬委員会に関すること） 
 取締役報酬に関する会社の方針 
 会社及びグループにおける要件等の考慮に関する記載 
 業績グラフ 
 取締役の業務執行契約（任期残存期間、解雇通告期間の詳細、早期退職の際の補償

金条項やその他の会社が負いうる責任額の算定に必要な契約条項を含む） 
 個別取締役の当該年度及び前年度の報酬総額、退任・解任取締役への補償金額 
 個別取締役の退任の際に支払いを受ける報酬額等、個別取締役の株式オプション内
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容、個別取締役の年金受給権やこれを超える退職一時金額その他 
 

ロ)開示タイミング 
 
・会社法 

上場会社を含む公開会社は期末日後 6 ヶ月以内、非公開会社は期末日後 9 ヶ月以内に、財

務諸表及び報告書を会社登記所に提出しなければならない（Companies Act 2006 442）。

また、いずれの会社も財務諸表及び報告書を株主に送付する必要がある（Companies Act 
2006 423）。さらに公開会社の場合は、株主総会開催日の 21 日前までに決算書を株主に送

付しなければならないことになっている（Companies Act 2006 424）。加えて、上場会社

等は、財務諸表及び報告書をウェブサイト上で公開することも義務づけられている

（Companies Act 2006 430）。 
 
・証券関連法 

年次報告書として、監査済み財務諸表、マネジメント・レポート及び経営者による宣誓書

を期末日後 4 ヶ月以内に公表する必要がある（Disclosure Rules and Transparency Rules 
4.1.3R）。 
また、上場規則において、上場企業が「年次業績の速報」（任意）を作成する場合には、

下記を満たす必要があるとされる 17（Listing Rule 9.7A.1R）。 
(1) 取締役会の承認後、速やかに公表する。 
(2) 報告書について、公表前に監査人と合意する。 
(3) 報告書では数値を表形式で表示する。半期財務報告書で要求される事項を含み、

当該年度の年次報告書で適用された発表の仕方と一致している。 
(4) 年次財務諸表に添付される監査人の報告書の除外事項や強調事項の性質を詳細に

説明する。 
(5) 公表される業績を評価するのに必要で、かつ重要な追加的情報を含む。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
17 参照：基礎資料編＜１．概要版＞P61「英国におけるアーニングリリース」。 
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＜ドイツ＞18 
ドイツでは、EU の会計指令は商法（HGB）に、透明性指令の内容は有価証券取引法

（Wertpapierhandelsgesetz：WpHG）及び株式法（Aktiengesetz）に反映されている。 
 
イ)開示内容（各開示規制との関係） 

 

会社法（商法、株式法） 
 ・個別財務諸表 
 ・連結財務諸表 
 ・マネジメント・レポート 
（コーポレートガバナンスに関する説

明を含む） 

証券関連法 
-有価証券取引法 

取引所規則 

・経営者による宣誓書   
（プライム・スタンダード） 
・英語による年次報告書及び半期報告書 
・四半期報告書（財務諸表含む） 

  

 
ロ)開示タイミング 

 
・会社法 

年次財務諸表、個別決算書、状況報告書、監査役会の報告書及び利益処分に関する取締役

の提案、該当する場合、連結決算書、連結状況報告書及び監査役会の報告書を、株主の閲覧

のために、株主総会の招集日（株主総会の開催日の 30 日前まで）から会社の事務所に備置

するか、インターネットで開示する（Aktiengesetz §175(2))。 
また大規模会社及び中規模会社は、株主総会への提出後、遅くとも次の営業年度末までに、

年次財務諸表、状況報告書及び監査役会の報告書等を電子連邦官報で公告する（HGB §325）。
電子連邦官報の年次財務諸表等のデータは、登記簿作成のために使用される。 

 
・証券関連法 

年次報告書として、年次財務諸表、状況報告書及び経営者による宣誓書を期末日後 4 ヶ月

以内に公表する必要がある（WpHG 37v）。 
また、金融商品の国内発行企業は、遅滞なく企業に直接的に関係する情報に関して開示し

なければならない 19（WpHG 15(1)）。 
 

                                                   
18 参照：基礎資料編＜１．概要版＞P40～41「ドイツにおける制度と実務」。 
19 参照：基礎資料編＜１．概要版＞P62「ドイツにおけるアーニングリリース」。 
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＜フランス＞20 
フランスでは、EU の会計指令は会社法（Code de Commerce）に、透明性指令の内容は通

貨金融法典（Code Monétaire et Financier）及び AMF 一般規則（Règlement général AMF）
に反映されている。 

 
イ)開示内容（各開示規制との関係） 

 

会社法（Code de Commerce）  
 ・個別財務諸表 
 ・連結財務諸表 
 ・マネジメント・レポート 
（コーポレートガバナンスに関する説明を含む） 

証券関連法 
-通貨金融法典 
-AMF 一般規則 

・経営者による宣誓書 
・その他（「監査報酬についての情報」、「主要な財務情報」、

「企業の概況」、「設備の状況」、「提出会社の状況」、「主要

な株主」など多様な情報を含む） 

 

 
ロ)開示タイミング 
 
・会社法 

上場会社は、会社法の定めによって作成した上記書類を株主総会に提出しなければならず

（Code de Commerce L225-100）、遅くとも株主総会の開催日の 21 日前から総会開催日ま

で、同社の株主に対する情報提供を目的としたインターネットサイト上に、公開しなければ

ならない（Code de Commerce R225-73-1）。 
 

・証券関連法 
年次報告書として、（連結）財務諸表、マネジメント・レポート、経営者による宣誓書及

び監査報告書を期末日後 4 ヶ月以内に金融市場庁（AMF、Autorité des marchés financiers）
に提出する必要がある（Code Monétaire et Financier L. 451-1-2、Règlement général AMF 
222-3）。 
また、内部情報（公表された場合、関連する金融商品の価格に重要な影響を与えることが

想定される情報）に関しては、迅速に公表しなければならないとされる 21（Code Monétaire 
et Financier 223-2）。 

 

                                                   
20 参照：基礎資料編＜１．概要版＞P47～48「フランスにおける制度と実務」。 
21 参照：基礎資料編＜１．概要版＞P63「フランスにおけるアーニングリリース」。 



 

23 
 

(b)実務 22 
 

欧州企業の一部には、日本や米国企業と同様、決算日後 1 ヶ月程度のタイミングで、監査

前に決算発表（アーニングリリース）を行う会社が見られるものの、全般的には、決算日後 2
ヶ月程度あるいはそれ以降のタイミングで決算発表を行うケースが多く見られる。前者には、

大規模かつ国際的に事業を展開している企業が目立つ（英国： UNILEVER 、

GLAXOSMITHKLINE、RENISHAW PLC、ドイツ：DEUTSCHE BANK AG、DAIMLER 
AG、フランス：LVMH、SANOFI など）。また規模の大小を問わず、英国企業を中心として、

監査報告書受領後に決算発表を行う実務が、欧州企業の特徴として見受けられる。 
会社法と証券関連法の関係は、会社法をベースとしつつ、各国の証券関連法の追加的な開

示を付加して一体的な書類が作成されているケースが多いと思われる。 
 

④年度情報開示に係る制度概要と実務のまとめ 
 
(a)制度概要 
 

法律に基づく年度開示について、日本では会社法及び金融商品取引法、米国・カナダでは

主として証券関連法、英国・ドイツ・フランスでは主として会社法により要請されている。

これに加え、日本や米国では、取引所規則に基づく年度決算情報の適時開示（タイムリーデ

ィスクロージャー）が求められる。 
 
 
ⅰ)年度情報開示の内容 
 

欧米の会計基準は、IFRS（国際財務報告基準）や U.S. GAAP（米国会計基準）等であり、

日本の会計基準よりも開示要求事項が多い。 
欧米、特に英国の非財務情報は、戦略報告書に代表されるように記述情報が非常に充実し

ている。戦略報告書の記載項目の一例をあげると、戦略やビジネスモデルに加え、女性の雇

用状況や地域社会及び人権問題に関する事項等が含まれており、コーポレートガバナンスに

関する説明（Corporate governance statements）や取締役報酬報告書と合わせて、環境

（Environment）、社会（Social）及び企業統治（Governance）をカバーする非常に広範な

領域を開示することとなる。 
 
 
 

                                                   
22 参照：基礎資料編＜１．概要版＞P33～35「英国における制度と実務～開示等のスケジュール」、

P42～44「ドイツにおける制度と実務～開示等のスケジュール」、P49～51「フランスにお

ける制度と実務～開示等のスケジュール」。 
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ⅱ)年度情報開示タイミング 
 

日本及び米国は、証券取引所の規則で決算情報の適時開示が求められている。また日本で

は、開示時期についても証券取引所の「決算発表の早期化の要請」として、遅くとも決算期

末後 45 日以内の開示が適当であり、決算期末後 30 日以内の開示がより望ましいとされてい

る。これに加えて、日本では、会社法と金融商品取引法による年度情報開示が必要である。 
会社法の規定に基づく年度情報開示のタイミングは、株主総会の 2 週間前（日本）から 30

日前（ドイツ）と 2 週間程度の開きがある。 
また、証券関連法の規定に基づく年度情報開示のタイミングは、期末日後 2 ヶ月（米国）

から 4 ヶ月（英国・ドイツ・フランス）と 2 ヶ月程度の開きがある。米国は時価総額に応じ

て開示タイミングを早めているのに対し、英国・ドイツ・フランスにはそのような区分はな

く、開示タイミングが比較的長めとなっている。 
 
ⅲ)年度情報開示に係る制度間の関係 
 

日本は、会社法と金融商品取引法の両方に年度情報開示規定が設けられており、両者を調

整する規定は特段設けられていない。一方、米国は 1934 年証券取引所法に基づく SEC 提出

用の年次報告書と株主向けの年次報告書は、SEC レギュレーション S-X（財務情報）及び SEC
レギュレーション S-K（非財務情報）に準拠して作成することとしており、年次報告書の実

質的な一元化が図られている。また、英国・ドイツ・フランスの年度情報開示も会社法をベ

ースとしつつ、各国の証券関連法の追加的な開示を付加して一体的な書類が作成されている

ケースが多いと思われる。 
 
(b)実務 
 
ⅰ)年度情報開示の内容 23 
 

決算発表（アーニングリリース）について、取引所規則等で記載事項が決まっていないこ

とから、欧米企業は開示の範囲や水準を含め、基本的に各社各様であり、また欧州企業の中

には、売上高や段階損益のみを開示する事例も多く見られる。 
また業績予想開示に関しても、欧米企業では、その要否、開示手段や項目等について、投

資家のニーズや各社の実情に応じた多様な実務対応が取られている。 
一方、日本では事業年度又は連結会計年度に係る決算の内容が定まった場合は、所定の「決

算短信（サマリー情報）」により、直ちにその内容を開示することが義務付けられている。ま

た決算短信における業績予想開示については、2012 年に自由記載形式の様式の追加、業績予

想開示を行わない場合の事前相談や理由の開示に係る実務の廃止等が行われているものの、

                                                   
23 参照：基礎資料編＜１．概要版＞P64「アーニングリリースに際しての様式の有無」。 
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多くの企業が従前からの開示を継続している。 
 
ⅱ)年度情報開示タイミング 
 

欧米企業、とりわけ、大規模な国際企業の中には、決算日後 2～3 週間の早期のタイミング

で決算発表（アーニングリリース）を行う実務が見られるものの、全体的には、決算日後 2
ヶ月あるいはそれ以降のタイミングで決算発表を行うケースが多く見られる。 
日本企業の決算発表のタイミングは、決算日後 1 ヶ月程度に集中しており、全体的に欧州

企業より早い。 
 
 
（2）年度情報開示に係る監査 
 
①我が国の制度概要と実務 
 
(a)制度概要 
 

我が国の上場企業は、年度情報開示と同様、会社法と金融商品取引法の双方の規律の下で、

外部監査人による会計監査を受けている。 
 
ⅰ)会社法 
 

会社法監査は、会社法上の大会社（資本金 5 億円以上、又は負債総額 200 億円以上の会社）

及び委員会設置会社がその対象範囲となり、連結計算書類、計算書類及びその附属明細書に

ついて会計監査人による監査が必要とされる（会社法第 436 条第 2 項第 1 号、第 444 条第 4
項）。なお、平成 26 年改正会社法では、会社法監査は、会社法上の大会社、監査等委員会設

置会社及び指名委員会等設置会社がその対象範囲となる（平成 26 年改正会社法第 327 条第 5
項）。 

 
ⅱ)金融商品取引法 
 

金融商品取引法では、財務諸表監査に加え、内部統制監査が求められる（金融商品取引法

第 193 条の 2）。 
財務諸表監査は、有価証券報告書等の提出会社である上場会社等がその対象範囲となり、

連結財務諸表や財務諸表の適正性について会計監査人による意見表明がなされる。 
内部統制監査は、上場会社がその対象範囲となり、財務報告に係る内部統制について、企

業自身がその有効性を評価した結果（内部統制評価報告書）の適正性についての会計監査人

の意見表明が必要となる。 
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(b)実務 24 
 

「計算書類等」に対する監査報告書日は、決算日後平均 42.5 日で、決算短信の公表前後に

行われている。決算短信公表時に監査が終了していない場合、監査手続の実施状況に関する

表示として、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続が実施中である旨の記載が決算短

信に一般的に付されている。 
一方、「有価証券報告書」に対する監査報告書日は、有価証券報告書の提出が株主総会日以

降となることが多く、当該提出に合わせる形で、その直前（平均 86.1 日）に行われるケース

が多い。 
 
②米国・カナダの制度概要と実務 
 
(a)制度概要 

 
＜米国＞ 

年度の財務諸表は、PCAOB（Public Company Accounting Oversight Board、公開会社会

計監査委員会）に登録された独立監査人による監査が義務付けられており、Form 10-K には

監査報告書の添付が要求されている（1934 年証券取引法 Sec.13.（a）（2））。 
また、財務諸表を監査した独立監査人は、PCAOB が採用した財務報告に係る内部統制の監

査基準書（PCAOB 基準書第 2 号及び第 5 号）に準拠して、経営者の内部統制の評価を証明、

報告しなければならない（Sarbanes Oxley Act of 2002 Sec. 404.）。 
 
＜カナダ＞ 

公募を行う会社（offering corporation）は、年次報告書について、会計監査人（auditor）
による監査を受けなければならない（OBCA 154(1)）。 

 
(b)実務 25 
 

米国の内国公開会社は、1934 年証券取引所法に基づく年次報告書（Form 10-K）に対する

監査報告書日付は、年次報告書の提出日と同日付（大規模：51.3 日、中規模 55.2 日、小規模：

66.9 日）であるケースが多い。また、カナダでは、決算発表（アーニングリリース）と同日

付であるケースが多く見受けられる（大規模：45.2 日、中規模 63.3 日、小規模：73.3 日）。 
 
 

                                                   
24 参照：基礎資料編＜１．概要版＞P16「日本における制度と実務～開示等のスケジュール」。 
25 参照：基礎資料編＜１．概要版＞P19～21「米国における制度と実務～開示等のスケジュール」、

P27～29「カナダにおける制度と実務～開示等のスケジュール」。 
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③欧州の制度概要と実務 
 
(a)制度概要 
 
＜EU＞ 

EU 会計指令において、大規模企業及び中規模企業（公的企業は規模にかかわらず大規模企

業として取り扱われる）は、年次（連結）財務諸表について、法定監査人（statutory auditors）
による監査を受けなればならない（第 4 号指令 Article 51、第 7 号指令 Article 37）。 

 
＜英国＞ 

大規模会社及び中規模会社は、年次報告書（年次財務諸表、戦略報告書、取締役報告書及

び取締役報酬報告書）について、会計監査人（auditor）の監査を受けなければならない

（Companies Act 2006 495 から 497）。 
 
＜ドイツ＞ 

大規模会社及び中規模会社は、年次報告書（年次財務諸表及び状況報告書）について、独

立監査人（independent auditor）による監査を受けなければならない（HGB§316）。 
 
＜フランス＞ 

すべての会社は、計算書類及びマネジメント・レポート（該当する場合は連結計算書類及

び連結マネジメント・レポート）について、法定監査人による監査が必要である（Code de 
Commerce Article L.823-9）。 

 
(b)実務（提出タイミング）26 
 

欧州の監査報告は、フランスを除き決算発表（アーニングリリース）と同時期に行われる

ケースが多く見受けられる。 
 
④年度情報開示に係る監査の制度概要と実務のまとめ 
 

日本では、会社法と金融商品取引法の双方の規律の下での監査が要請されている。そのた

め、会社法に基づく監査報告書日後、金融商品取引法に基づく監査報告書日までに発生して

いる修正後発事象の取り扱いといった日本固有の取扱いが存在する。 
一方、米国では証券取引所法、英国・ドイツ・フランス・カナダでは会社法により、外部

監査人による監査が要請されている。 

                                                   
26 参照：基礎資料編＜１．概要版＞P34～36「英国における制度と実務～開示等のスケジュール」、

P43～45「ドイツにおける制度と実務～開示等のスケジュール」、P50～52「フランスにお

ける制度と実務～開示等のスケジュール」。 
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(a)制度概要（内容） 
 

日本では、会社法と金融商品取引法に基づく「財務諸表（連結・個別）に対する監査」、及

び金融商品取引法に基づく「内部統制監査」が要請されている。 
米国では、「財務諸表（連結）に対する監査」、及びサーベンズ・オクスレイ法（Sarbanes Oxley 

Act of 2002）に基づく「内部統制監査」が要請されている。 
欧州（規制市場）では、「財務諸表（連結・個別）に対する監査」が要請されている。また、

マネジメント・レポートに記載されている情報が、財務諸表と一致しているか否かについて、

監査報告書で説明することとされている（第 4 号指令 Article 51a、第 7 号指令 Article 37）。 
 
(b)実務（タイミング）27 
 

日本では、会社法に基づく監査報告書日は決算発表の前後（決算日後平均 42.5 日）、金融

商品取引法に基づく監査報告書日は、有価証券報告書の提出直前（平均 86.1 日）となるケー

スが多い。 
会社法に基づく監査報告書日は、米国、カナダ及び欧州いずれの大規模企業（大規模平均：

米国 51.3 日、カナダ 45.2 日、英国 53.7 日、ドイツ 52.6 日、フランス 69.1 日）に比しても

非常に早い。一方、金融商品取引法に基づく監査報告書日は、欧州の中小規模企業よりは早

いものの、米国の年次報告書の法定提出期限が早いため、いずれの企業群よりも遅い。 
（3）半期／四半期情報開示 
 
①我が国の制度概要と実務 
 
(a)制度概要 28 
 

我が国の四半期情報開示には、金融商品取引法による四半期報告書の開示、及び証券取引

所の上場規則による四半期決算短信の開示がある。 
 

ⅰ)金融商品取引法 
 

上場会社は、四半期ごとに四半期報告書を提出することが義務づけられている（金融商品

取引法第 24 条の 4 の 7）。有価証券報告書と同様に、四半期報告書は、インターネットを利

用して広く一般に提供する、EDINET を通して公衆縦覧される。なお、四半期報告書を提出

                                                   
27 参照：基礎資料編＜１．概要版＞P15～16「日本における制度と実務」、P17～24「米国における

制度と実務」、P30～39「英国における制度と実務～開示等のスケジュール」、P40～46「ド

イツにおける制度と実務～開示等のスケジュール」、P47～56「フランスにおける制度と

実務～開示等のスケジュール」。 
28 参照：基礎資料編＜１．概要版＞P69「日本における制度と実務～四半期開示制度の概要」。 
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しない有価証券報告書提出会社は、半期報告書を上半期末から 3 ヶ月以内に提出する（金融

商品取引法第 24 条の 5）。 
 
イ)開示内容（企業内容等の開示に関する内閣府令第四号の三様式） 

第１．【企業の概況】 
 1.【主要な経営指標等の推移】、2.【事業の内容】 
第２．【事業の状況】 
 1.【事業等のリスク】2.【経営上の重要な契約等】 

3.【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 
第３．【提出会社の状況】 
 1.【株式等の状況】、2.【役員の状況】 
第４．【経理の状況】 
 1.【四半期連結財務諸表等】 
  ① 【四半期連結貸借対照表】 
  ② 【四半期連結損益計算書及び連結包括利益計算書】又は【四半期連

結損益及び包括利益計算書】 
  ③ 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】※第２四半期のみ強制 
 2．その他 

 
 
ロ)開示タイミング 
 
四半期報告書は、原則として、各四半期終了後 45 日以内に提出しなければならない（金融

商品取引法第 24 条の 4 の 7）。 
 
ハ)監査・レビュー 
 
四半期報告書に含まれる四半期財務諸表又は四半期連結財務諸表については、公認会計士

又は監査法人の監査証明を受けなければならない（金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項）。そ

の監査証明は、四半期レビュー報告書により行うこととされ（財務諸表等の監査証明に関す

る内閣府令第 3 条第 1 項）、四半期レビュー報告書は四半期（連結）財務諸表に添付する必要

がある（企業内容等の開示に関する内閣府令第四号の三様式記載上の注意(19)h）。 
 
ⅱ)有価証券上場規程（東京証券取引所） 
 

上場会社は、四半期累計期間又は四半期連結累計期間に係る決算の内容が定まった場合は、

所定の「四半期決算短信（サマリー情報）」により、直ちにその内容を開示することが義務付
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けられている（有価証券上場規程第 404 条）。 
 
イ)開示内容 
 
・サマリー情報 
決算短信（サマリー情報）は、投資者の投資判断に重要な影響を与える上場会社の決算の

内容について、所定の「決算短信（サマリー情報）」の様式及び記載上の注意事項にしたが

って作成することとされている（決算短信・四半期決算短信の作成要領等）。 
 

サマリーの記載項目 
1.四半期の連結業績 
2.配当の状況 
3.連結業績予想 
注記事項 

(四半期連結累計期間における重要な子会社の異動/四半期連結財務諸表の作成に

特有の会計処理の適用/会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示/発
行済株式数) 

四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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・添付資料 
四半期決算短信（添付資料）には、東証が最低限の開示内容として添付を求めている事項

（「一律に記載を要請している事項」）のほか、上場会社が投資者の投資判断情報としての

有用性を踏まえて、適宜、経営成績又は財政状態に関する情報を追加して記載することがで

きるとされている（決算短信・四半期決算短信の作成要領等）。 
 

＜添付資料の項目＞ 一律 追加 
○ 添付資料の目次 ○ 

 
１.当四半期決算に関する定性的情報 
 （１）経営成績に関する説明 

 
○ 

 （２）財政状態に関する説明 
 

○ 
 （３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 
○ 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 
 （１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 
○ 

 （２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ○ 
 

 （３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ○ 
 

３．継続企業の前提に関する重要事象等 ○ 
 

４．四半期連結財務諸表 
 （１）四半期連結貸借対照表 ○  

 
（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半

期連結損益及び及び包括利益計算書 
○  

 （３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書  ○ 
 （４）四半期連結財務諸表に関する注記事項  ○ 
（継続企業の前提に関する注記）  ○  
（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）  ○  
（セグメント情報等）   ○ 

(注) 表中の「一律」は一律に記載を要請している事項、また「追加」は投資判断に有用

な情報の追加に係る要請（最終的な開示の要否の判断は、上場会社が行うこととされ

ている項目）。 
 
ロ)開示タイミング 
 
四半期決算の開示については、金融商品取引法に基づく四半期報告書の法定提出期限が 45

日とされていることを踏まえ、上述の「決算発表の早期化の要請」の対象とされていない（決

算短信・四半期決算短信の作成要領等）。 
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(b)実務（開示タイミング）29 
 

上場企業は、有価証券上場規程に基づく適時開示として、四半期決算日後 1 ヶ月程度（平

均 32.4 日）で「四半期決算短信」を開示している。 
その後、金融商品取引法に基づく「四半期報告書」を、四半期決算日後 1 ヶ月程度（平均

38.8 日）で開示している。なお、金融商品取引法に基づく四半期レビュー報告書は、「四半期

報告書」の提出日と同日又は前日に入手（平均 38.1 日）している。 
 
②米国・カナダの制度概要と実務 
 
(a)制度概要 

 
＜米国＞30 

内国公開会社は、1934 年証券取引所法に基づき、四半期報告書（Form 10-Q）を SEC に

提出しなければならない。 
加えて、取引所規則では、タイムリーディスクロージャーの観点から、当該株式の売買に

重要な影響を与えることが合理的に想定されるニュース又は情報を、速やかに公表すべきこ

とが求められている。 
 
ⅰ)1934 年証券取引所法（The Securities Exchange Act of 1934） 
 

SEC 提出用の四半期報告書の開示に関する具体的な規則及び様式は、SEC の Code of 
Federal Regulation Title17 (17CFR)に定められている。内国公開会社は、SEC レギュレーシ

ョン S-X（財務情報）及び SEC レギュレーション S-K（非財務情報）に規定される開示項目

を、Form 10-Q で SEC へ提出する。 
 
イ)開示内容 
・SECレギュレーションS-X（財務情報） 

U.S. GAAPに準拠して作成した、要約連結財務諸表とその注記が含まれている。 
 
 
 
 
 
 

                                                   
29 参照：基礎資料編＜１．概要版＞P69「日本における制度と実務～四半期開示のスケジュール」。 

30 参照：基礎資料編＜１．概要版＞P72「米国における制度と実務～四半期開示制度の概要」。 
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・SECレギュレーションS-K（非財務情報） 
 

項目 記載事項 
Item 1 財務諸表と補足情報 
Item 2 財政状態及び経営成績に関する経営陣の議論及び分析（MD&A） 
Item 3 市場リスクに関する定量的及び定性的開示 
Item 4 内部統制に関する経営者の評価 
以下は該当があり、かつ重要性が高いなど開示の必要性がある場合のみ開示 
Item 1 重要な訴訟の状況  
Item 1A リスク情報 
Item 2 登録されていない資本証券の売却及び資金使途 
Item 3 重要な優先証券のデフォルト 
Item 4 鉱山保安に係る開示 
Item 5 その他の情報 
Item 6 提出物 

 
 
ロ)開示タイミング 
 
四半期報告書（Form 10-Q）は、非早期提出会社以外は各四半期終了後 40 日以内、非早期

提出会社は 45 日以内に提出しなければならない。 
 
ハ)監査・レビュー 
 
四半期財務諸表は、公開会社会計監査委員会に登録された独立監査人によるレビューが義

務付けられているが、Form10-Q にレビュー報告書の添付は求められておらず、Form 10-Q に
おいて、レビュー済みである旨が明示されている場合は、レビュー報告書の添付が必要とな

る。 
 
＜カナダ＞ 

カナダの四半期情報開示には、証券法による四半期報告書の開示がある。 
 

イ)開示内容 
 
四半期財務諸表（包括利益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、

財政状態計算書及び注記）及び経営者による財政状態及び経営成績の分析（Management's 
Discussion and Analysis）である（National Instrument 51-102 4.3(2)）。 
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ロ)開示タイミング 
 

Venture issuer を除き、原則として四半期期末日後 45 日以内に四半期財務諸表（Interim 
Financial Statements）、経営者による財政状態及び経営成績の分析を提出する必要がある

（National Instrument 51-102 4.4）。 
 
ハ)監査・レビュー 
 
四半期財務諸表についてレビューは強制されていないが、外部監査人がレビュー意見を表

明する場合は、レビュー報告書を添付しなければならない（National Instrument 51-102 
4.3(3)）。 

 
(b)実務（提出タイミング） 
 
＜米国＞31 

内国公開会社は、決算日後 1 ヶ月程度（大規模：20.7 日、中規模：30.0 日、小規模：35.0
日）で、取引所規則に従い、四半期業績等を開示している。 
証券取引所法に基づく四半期報告書（Form 10-Q）についても、アーニングリリースとほ

ぼ同じタイミングで（大規模：23.7 日、中規模 33.3 日、小規模：35.0 日）で SEC（米国証

券取引委員会）に提出している。 
規模の大きい企業群の中には、決算発表（アーニングリリース）を早期に行う企業も存在

するが、全般的にはアーニングリリースと四半期報告書（Form 10-Q）の開示タイミングは

近い。 
 

＜カナダ＞32 
カナダの企業は、決算日後 1 ヶ月経過後（大規模：37.0 日、中規模：37.7 日、小規模：39.7

日）に証券法に従い、四半期業績等を開示している。 
 

  

                                                   
31 参照：基礎資料編＜１．概要版＞P73「米国における制度と実務～四半期開示のスケジュール」。 

32 参照：基礎資料編＜１．概要版＞P80「（参考２）カナダにおける実務～四半期開示のスケジュー

ル」。 
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③欧州の制度概要と実務 
 
(a)制度概要 
 
＜EU＞ 

EU では透明性指令により、規制市場で証券が取引される企業のみを対象に、半期報告書及

び期中マネジメント・ステートメントという継続開示を追加的に要請している。 
 
・半期報告書 

EU 規制市場での証券の取引認められる企業については、半期報告書（上半期のみ）の作

成が義務付けられており、上半期末日後 2 ヶ月以内に公表することとされている。半期報告

書には、以下が含まれる（透明性指令 article 5(1)(2)）。 

✓要約財務諸表 
✓期中マネジメント・レポート 
✓経営者による宣誓書 

 
半期報告書について監査は強制されていないが、任意に監査又はレビューを受ける場合は、

監査報告書又はレビュー報告書全体を添付しなければならない。監査又はレビューを受けな

い場合は、その影響を発行体が半期報告書の中で表明しなければならない（透明性指令

article 5(5)）。 
 
・期中マネジメント・ステートメント 

EU 規制市場で株式の取引が認められる企業についてのみ、期中マネジメント・ステート

メントが要求され、各半期の期首から 10 週間後から末日の 6 週間前までの期間に開示しな

ければならない。ただし、各国又は規制市場の規則に基づき、又は任意に四半期財務報告を

公表している場合は、期中マネジメント・ステートメントの開示は要求されない。 
期中マネジメント・ステートメントの内容は、上期と下期の 2 回、発生した重要な事象及

び取引並びにそれらの影響についての説明、財政状態及び業績の全般的説明である（透明指

令 article 6）。 
なお、透明性指令は、2013 年 11 月に改正（2013/50/EU）され、多くの中小企業にとっ

て著しい負担である一方投資家保護目的としては必要ないこと、短期的業績指向を促進し長

期的投資を妨げることを背景に、2015 年 11 月までに、期中マネジメント・ステートメント

の開示義務は廃止されることとなっている。 
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＜英国＞33 
開示透明性規則において、透明性指令に基づく半期報告書（要約財務諸表、期中マネジメ

ント・レポート及び経営者による宣誓書）及び期中マネジメント・ステートメントの開示が

要請されている（Disclosure Rules and Transparency Rules 4.2.9、4.3.5）。 
 
＜ドイツ＞34 
有価証券取引法において、透明性指令に基づく半期報告書（要約財務諸表、中間状況報告

書（マネジメント・レポート）並びに商法第 264 条第 2 項第 3 文及び第 289 条第 1 項第 5 文

に対応する説明（経営者による宣誓書））及び期中マネジメント・ステートメントの開示が要

請されている（WpHG 37w、37x）。 
加えて、フランクフルト証券取引所のプライム・スタンダードにおいては、同取引所規則

により、第１四半期及び第３四半期の四半期財務諸表の公表が必要である。半期報告書に含

まれる情報は、商法第 317 条に規定する年次財務諸表の監査人による監査又は検査の対象と

なり得るとされている。また、四半期財務諸表は、監査を受けてもよい（フランクフルト証

券取引所規則第 51 条）。 
 

＜フランス＞35 
通貨金融法典において、透明性指令に基づく半期報告書（要約財務諸表、期中マネジメン

ト・レポート及び経営者による宣誓書）の開示が要請されている。 
また、期中マネジメント・ステートメントとして、第 1 四半期と第 3 四半期を対象とする

四半期報告書（期中に生じた重要な事象及び取引の発行体及び子会社の財政状態への影響の

説明、期中における発行体及び子会社の財政状態及び業績の一般的な説明、前四半期の事業

セグメント別売上高及び前会計年度全体の対応する売上高を個別又は連結ベースで表示した

内容が含まれる）として、45 日以内に金融市場庁に提出する必要がある（Code Monétaire et 
Financier L.L451-1-2 Ⅳ）。 

 
(b)実務 36 

 
欧州の規制市場では、四半期決算日後 1～2 ヶ月程度（大規模平均：25.0 日、中規模平均：

36.4 日、小規模平均：40.9 日）で、透明性指令に基づく、期中マネジメント・ステートメン

トの開示が行われている。 

                                                   
33 参照：基礎資料編＜１．概要版＞P81「英国における制度と実務～半期・四半期開示制度の概要」。 
34 参照：基礎資料編＜１．概要版＞P86「ドイツにおける制度と実務～半期・四半期開示制度の概

要」。 
35 参照：基礎資料編＜１．概要版＞P90「フランスにおける制度と実務～半期・四半期開示制度の

概要」。 
36 参照：基礎資料編＜１．概要版＞P82～85「英国における制度と実務～四半期開示のスケジュー

ル」、P87～89「ドイツにおける制度と実務～四半期開示のスケジュール」、P91～93「フ

ランスにおける制度と実務～四半期開示のスケジュール」。 
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開示事項としては、期中ハイライトや見通し（Outlook）など、日本や米国の四半期報告に

比して簡便な内容となっている（概ね 5 ページ程度）。 
 

④半期／四半期情報開示に係る制度概要と実務のまとめ 
 

制度上、日本及び米国では、取引所規則に基づく適時開示と、証券取引法制に基づく法定

開示が、四半期開示として要請されている。 
米国では、全般的にアーニングリリースが、四半期報告書（Form 10-Q）公表と同じタイ

ミングで、内容面でも四半期報告書（Form 10-Q）の内容を要約した形となっている（大規

模群の中には、決算発表（アーニングリリース）を先行する企業も存在する）。 
欧州の規制市場では、透明性指令に基づく期中マネジメント・ステートメントの開示が求

められているが、重要事象や財政状態及び業績の全般的説明など、日米に比して簡便な内容

である。 
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３．株主総会プロセス 
 

日本及び欧米諸国においても、株主総会の場以外の平時における企業と投資家との対話が

企業の持続的成長の観点からは重要であり、平時の対話があってこそ株主総会における対話

がより一層意義深いものになると考えられるが、株主総会自体も、株式会社の最高意思決定

機関として企業と株主との建設的な対話が実践される場として位置づけられていると考える

こともできる。すなわち、企業と株主との双方向の建設的な対話が促進され、その結果、企

業と株主の共通理解に基づく議決権行使等がなされれば、こうしたプロセス自体が企業の持

続的成長に資するものになると言える。 
このような株主総会プロセスの意義について検討するに際し、そもそも我が国や諸外国に

おいてはどのような株主総会プロセスが制度的に想定されており、どのような違いがあるの

か。こうした点について、我が国及び欧米諸国における定時株主総会の開催前及び開催時に

ついて、株主総会の開催日の設定、株主への招集通知等による情報提供の方法及び内容、株

主総会に向けた準備の状況及び当日の状況、出席者及び議決権行使等の観点から、その現状

について概観する。 
 
 
（1）株主総会の開催日 
 
①我が国の制度概要と実務 37 
 
(a)制度概要 38 
 

我が国企業において、株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集することが会社

法上求められている（会社法第 296 条第 1 項）ため、1 年を一事業年度とする企業は、毎年 1
回は定時株主総会を招集することになる。 

 
(b)実務 39 
 

一般に、我が国企業は、定款で事業年度終了後 3 ヶ月以内に定時株主総会を招集する旨、

あるいは 3 月末決算であれば毎年 6 月に定時株主総会を招集する旨 40等、一定の期間内に招

集する旨を定めている。すなわち、事業年度の終了後 3 ヶ月以内に株主総会を開催している。 

                                                   
37 特に断りのない限り、以下で言及する「企業」については、株式会社であって、全株式譲渡制限

がなく、取締役会及び会計監査人を設置している企業を、また「株主総会」については、定時株主

総会（会社法第 296 条第 1 項）を想定している。 
38 参照 : 基礎資料編＜１．概要版＞P103「株主総会の開催日に係る規定」。 
39 参照 : 基礎資料編＜１．概要版＞P122「定時株主総会の開催状況」、P15～16「日本における制

度と実務 ～開示等のスケジュール」。 
40 参照：全国株懇連合会定款モデル第 12 条（全国株懇連合会「全株懇モデル[新訂 3 版]」）。 
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2014 年 3 月期における東京証券取引所における全上場会社を対象にした調査によると、全

ての上場企業が 6 月末までに定時株主総会を開催するとともに、6 月 16 日以降 6 月 30 日ま

でに開催された定時株主総会は 98.1%を占めており、開催日が一定期間に集中する傾向があ

る 41。 
また今回、調査をした日本のサンプル企業 10 社の平均を見ても、決算期から平均 85.0 日

後に定時株主総会を開催しており、10 社中 5 社で定時株主総会の開催日が同一日付(D 社、E
社、H 社、I 社及び J 社において 6 月 27 日開催)であったように、株主総会の開催日が集中す

る傾向にある。 
 
②米国・カナダの制度概要と実務 
 
(a)制度概要 42 
 

米国では、前回の株主総会の後から 13 ヶ月以内に株主総会が開催されない場合、株主又は

取締役の申立により、裁判所が総会の開催を命令することができる（Delaware General 
Corporation Law §211(c)）。また、上場会社は、毎事業年度に定時株主総会を開催しなければ

ならない 43（NYSEマニュアル 302.00 項）。 
カナダでは前回の株主総会の後から 15ヶ月以内かつ決算日から 6ヶ月以内に株主総会を開

催しなければならない（CBCA 133(1)(b)） 。 
 
(b)実務 44 
 

米国やカナダでは、今回調査をしたサンプル企業 30 社でみると、12 月末決算の企業につ

いては、4 月下旬から 7 月上旬にかけて定時株主総会を開催しており、米国では、決算日から

平均 135.6 日後(大中小規模の 30 社平均)、カナダでは平均 131.2 日後(大中小規模の 30 社平

均)の開催となっている。 
また、Procter & Gamble Company (米国、決算日から 106 日後開催)、Coca-Cola 

Company(米国、決算日から 113 日後開催)、First Service Corporation (カナダ、決算日から

98 日後開催)、Open Text Corporation(カナダ、決算日から 88 日後開催)等の時価総額を基準

とした大規模企業に比べて、Enzo Biochem, Inc.(米国、決算日から 170 日後開催)、Amerisafe 
Inc. (米国、決算日から 164 日後開催)、Guest Logix Inc (カナダ、決算日から 162 日後開催)、
Bri-Chem Corp.(カナダ、決算日から 161 日後開催)等の時価総額を基準とした中・小規模企

業の株主総会の開催日が遅い傾向にある。 
                                                   
41 参照：基礎資料編＜１．概要版＞P122「定時株主総会の開催状況」。 
42 参照：基礎資料編＜１．概要版＞P103「株主総会の開催日に係る規定」。 
43 出所：経済産業省委託調査 長島・大野・常松法律事務所 「諸外国の上場企業法制に関する調査」

報告 42 頁 
44 参照：基礎資料編＜１．概要版＞P19~21「米国における制度と実務～開示等のスケジュール」、

P27～29「カナダにおける制度と実務～開示等のスケジュール」。 
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③欧州の制度概要と実務 
 
(a)制度概要 45 
 

欧州についてみると、英国・フランスでは決算日から 6 ヶ月以内（Companies Act 2006 
336(1)、Code de Commerce L225-100）、ドイツでは決算日から 8 ヶ月以内（Aktiengesetz 
§175(1)）に株主総会を開催するものと定められている。 

 
(b)実務 46 
 

欧州について、今回調査をしたサンプル企業 30 社をみると、英国では、12 月末決算の企

業については 4 月下旬から 6 月下旬にかけて株主総会を開催しており、決算日から平均 137.1
日後(大中小規模の 30 社平均)の開催となっている。ドイツ・フランスについては、12 月末決

算の企業では、4 月上旬から 8 月中旬にかけて株主総会を開催している。決算日からの日数で

見ると、ドイツでは平均 151.3 日後(大中小規模の 30 社平均)、フランスでは平均 142.2 日後(大
中小規模の 30 社平均)となっている。欧州各国の定時株主総会の開催日は、今回調査したサ

ンプル企業を見る限り、特定の期間には集中していない。 
また、Burberry Group(英国、決算日から 102 日後開催)、DAIMLER AG(ドイツ、決算日

から 99 日後開催)、CARREFOUR (フランス、決算日から 105 日後開催)等の時価総額を基準

とした大規模企業に比べて、SOUND OIL PLC (英国、決算日から 176 日後開催)、
ECOMMERCE ALLIANCE AG(ドイツ、決算日から 198 日後開催)、MGI COUTIER(フラン

ス、決算日から 177 日後開催)等の時価総額を基準とした中・小規模企業の株主総会の開催日

が遅い傾向にある。 
 
④株主総会の開催日に係る制度概要と実務のまとめ 
 
(a)時価総額を基準とした規模別の分析 
 

欧米では、決算日から 4 ヶ月から 5 ヶ月後に定時株主総会を開催している。一方、我が国

では決算日から 3 ヶ月以内に定時株主総会を開催しており、非常に開催タイミングが早い。 
また欧米では、時価総額を基準にした会社規模別に見ると、大規模企業の定時株主総会の

開催日が早く、中・小規模企業の株主総会の開催日が遅い傾向にある。 
 
 

                                                   
45 参照：基礎資料編＜１．概要版＞P103「株主総会の開催日に係る規定」。 
46 参照：基礎資料編＜１．概要版＞P33～35「英国における制度と実務～開示等のスケジュール」、

P42～44 ドイツにおける制度と実務～開示等のスケジュール」、P49～51「フランスにおけ

る制度と実務～開示等のスケジュール」。 
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各国の定時株主総会開催日の決算日からの所要日数 

 日本 米国 カナダ 英国 ドイツ フランス 

大規模 10 社 85.0 日 124.4 日 120.4 日 119.4 日 122.1 日 122.7 日 

中規模 10 社 － 138.3 日 133.1 日 130.7 日 169.6 日 150.0 日 

小規模 10 社 － 144.1 日 140.0 日 161.2 日 162.2 日 154.0 日 

平均 
85.0 日 

(2.8 ヶ月) 

135.6 日 

(4.5 ヶ月) 

131.2 日 

(4.4 ヶ月) 

137.1 日 

(4.6 ヶ月) 

151.3 日 

(5.0 ヶ月) 

142.2 日 

(4.7 ヶ月) 

(注 1)表中の数字は、定時株主総会開催日の決算日からの所要日数を記載している。 

(注 2)あずさ監査法人調べ 

 

 

(b)定時株主総会開催の集中/分散の傾向分析 
 

次頁のチャートは、今回サンプル調査した会社（日本 10 社、米国、カナダ、英国、ドイツ

及びフランスは各 30 社）について、決算日から定時株主総会の開催日までの日数を一定の範

囲ごとに割合で表したものである。 
我が国の定時株主総会は、決算日後 3 ヶ月目である 6 月に集中して開催される傾向にある

が、欧米では、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。 
日本においては、決算日後 90 日以内に今回調査した全てのサンプル対象会社が定時株主総

会を開催しているのに対して、米国について決算日後 90 日以内に定時株主総会を開催してい

るサンプル対象会社はなく、90 日以上 120 以内開催が 9 社、121 日以上 150 日以内開催が

15 社のように定時株主総会の開催日が分散している。他の国についても、同様に株主総会の

開催時期の分散傾向が見られる。 
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(注 1)あずさ監査法人調べ 

 
 
（2）株主総会における議決権行使や配当等の基準日 
 
①我が国の制度概要と実務 
 
(a)制度概要 47 
 

会社法において、基準日の制度が定められており、企業は、一定の日（基準日）を定めて、

基準日において株主名簿に記載・記録されている株主（基準日株主）をその権利を行使する

者と定めることができる（会社法第 124 条第 1 項）。また、その権利の内容は基準日から３ヶ

月以内に行使するものに限定されている（同条第 2 項）。すなわち、企業は定時株主総会への

議決権行使及び剰余金の配当を受領できる株主を、基準日制度により、株主総会開催前 3 ヶ

月以内の一定の日における株主とすることができる。 
 

(b)実務 48 
 

必ずしも法の要請ではない（後述 P45「(b) 我が国の議決権行使等の基準日」参照）ものの、

実務上、企業は、定時株主総会の議決権基準日を 3 月末決算会社であれば、毎年 3 月 31 日と

する旨の定款の定めをおいている。今回サンプル調査した 10 社についても、全ての会社で決

算日と議決権行使基準日が一致している。 

                                                   
47 参照：基礎資料編＜１．概要版＞P104「議決権行使の基準日等に係る規定」、P105「配当に関す

る基準日等に係る規定」。 
48 参照：基礎資料編＜１．概要版＞P16「日本における制度と実務～開示等のスケジュール」。 
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また、企業は一般的に、期末配当の基準日についても、3 月末決算企業であれば毎年 3 月

31 日とする旨の定款の定めを置いている。 
 

②米国・カナダの制度概要と実務 
 
(a)制度概要 49 
 

米国やカナダにおいても議決権行使基準日の制度があり、当該基準日時点の株主が株主総

会において議決権を行使する。米国では議決権行使に係る基準日を、株主総会前 10 日以上 60
日以内に（Delaware General Corporation Law §213(a)）、カナダでは株主総会前 21 日以上

60 日以内に（CBCA 134(1)(d)、CBCR, 2001 43(2)）設定することが求められている。 
また、米国の配当基準日については、配当の基準日を定める取締役会決議より先立つ日を

設定してはならず、かつ配当支払日の 60 日以内で企業が設定した日と定められている

（Delaware General Corporation Law §213(c)）。カナダの配当基準日については、配当支払

日の 60 日以内で企業が設定した日と定められている（CBCA 134(1)(a)、CBCR, 2001 43(2)）。 
 
(b)実務 
 

今回調査したサンプル企業 30 社をみると、議決権行使の基準日は決算日と同一ではなく、

各企業の株主総会開催日から平均 55.7 日前（米国の時価総額を基準とした大中小規模会社 30
社平均）または平均 44.9 日前（カナダの時価総額を基準とした大中小規模会社 30 社平均）

に設定されており、企業ごとに基準日が異なる状況となっている。なお、時価総額を基準に

した会社規模別に見ると、大きな差は見られない。 
また、配当基準日について米国のサンプル企業数社をみると、決算日とは関係なく決算日

と離れた日付で設定されている。例えば、Pfizer (決算日が 12 月 31 日に対して配当基準日が

2 月 7 日)及び Boeing Company (決算日が 12 月 31 日に対して配当基準日が 2 月 14 日)であ

る。カナダのサンプル企業数社についても配当基準日については決算日とは関係なく決算日

と離れた日付で設定されており、例えば Canadian National Railway Company (決算日が 12
月 31 日に対して配当基準日が 3 月 10 日)及び Norbord Inc. (決算日が 12 月 31 日に対して配

当基準日が 3 月 1 日)である。 
 
 
 
 
 
 
                                                   
49 参照：基礎資料編＜１．概要版＞P104「議決権行使の基準日等に係る規定」、P105「配当に関す

る基準日等に係る規定」。 
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③欧州の制度概要と実務 
 
(a)制度概要 50 
 

欧州においても、株主総会において議決権を行使する株主を特定するための基準日が存在

するが、英国では株主総会の開催日前 48 時間以内（The Uncertificated Securities 
Regulations 2001 41(1)）、ドイツでは無記名株式については 21 日前（Aktiengesetz 
§123(2)(3)））、フランスでは 3 営業日前（Code de Commerce R225-85）と、日本や米国・カ

ナダと比べて、基準日と株主総会開催までの期間を短く設定していることがわかる。なお、

配当基準日の設定については、英国、ドイツ及びフランスとも明文規定はない。 
 

(b)実務 
 

今回調査したサンプル企業 30 社をみると、議決権行使の基準日は決算日と同一ではなく、

各企業の株主総会開催日から、休日を含む日数で、平均 2.2 日前（英国）、平均 8.8 日前（ド

イツ）及び平均 4.4 日前（フランス）に設定されており、企業ごとに基準日が異なる状況とな

っている。なお、時価総額を基準にした会社規模別に見ても、大きな差は見られず、企業規

模と関係なく基準日が異なっていることがわかる。 
また、配当基準日について英国、ドイツ及びフランスのサンプル企業数社をみると、決算

日とは関係なく決算日と離れた日付で設定されている。例えば、PEARSON(英国、決算日が

12 月 31 日に対して配当基準日が 4 月 4 日)、DAIMLER AG (決算日が 12 月 31 日に対して配

当基準日が 4 月 9 日)及び BNP PARIBAS ACT.A (決算日が 12 月 31 日に対して配当基準日が

5 月 22 日)である。 
 
④株主総会における議決権行使や配当の基準日の設定等についてのまとめ 51 
 
(a)議決権行使等の国際比較 
 

我が国においては定時株主総会の議決権行使の基準日及び配当基準日が決算日と一致して

おり、企業間において差が無い。他方、欧米では議決権行使の基準日と配当基準日が決算日

とは一致しておらず、また企業ごとに議決権行使の基準日が異なっている。 

なお、議決権行使の基準日と株主総会の開催日までの期間については、今回調査したサン

プル企業各国 30 社をみると、英国、ドイツ及びフランスでは 1 週間以内と極めて短く、米国

やカナダについても、我が国と比べると約１ヶ月短い傾向が見られた。 
 

                                                   
50 参照：基礎資料編＜１．概要版＞「議決権行使の基準日等に係る規定」56 頁 「配当に関する基

準日等に係る規定」57 頁。 
51 参照：基礎資料編＜１．概要版＞「基準日の設定等に関する国際比較」58 頁。 
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各国の議決権行使基準日(企業への登録期限)の定時株主総会からの遡及日数 
 日本 米国 カナダ 英国 ドイツ フランス 

大規模 10 社 85.0 日前  57.4 日前 48.2 日前 2.5 日前 6.7 日前 4.5 日前 

中規模 10 社 - 56.7 日前 44.3 日前 1.9 日前 11.2 日前 4.6 日前 

小規模 10 社 - 52.9 日前 42.2 日前 2.3 日前 8.4 日前 4.2 日前 

平均 
85.0 日前 

(2.8 ヶ月前) 

55.7 日前 

(1.9 ヶ月前) 

44.9 日前 

(1.5 ヶ月前) 

2.2 日前 

(0.07 ヶ月前) 

8.8 日前 

(0.29 ヶ月前) 

4.4 日前 

(0.15 ヶ月前) 

(注 1)休日を含む日数である。 

(注 2)あずさ監査法人調べ 

 
(b) 我が国の議決権行使等の基準日 
 

我が国の実務においては、決算日を基準日として、決算日現在の株主名簿上の株主が定時

株主総会における議決権を行使し、それによって承認された剰余金配当を受けるものとする

扱いが一般に行われている。このような実務が行われる背景として、決算期における株主が、

配当を受け取るべきであり、また配当を決議する株主総会で議決権を行使すべきという通念

があると言われている 52。 

しかしながら、このような期末日を基準日とすることは、必ずしも会社法の要請ではなく、

決算日以後の日を定時株主総会の議決権行使の基準日や配当の基準日として設定し、決算期

から 3 ヶ月経過後に定時株主総会を開催し、決算日と異なる株主に配当を行うことも会社法

上は可能とされている 53。また、特に剰余金処分の決定権限が取締役会にある会社では、決算

期日と議決権行使基準日を一致させる必要性が乏しくなっているとの指摘がある 54。なお、

2014 年度において我が国の上場会社のうち、取締役会で剰余金処分の決議を行った会社の割

合は、18％であった 55。 

我が国における、決算日と議決権行使基準日が一致している実務慣行について、以下の事

項も指摘されている 56。 

 株主総会の開催日が集中し、また招集期間が短期間となることから、株主が議案を

精査して議決権を行使することができなくなること 
 決算日後、株主総会時点までに株式を譲渡した株主は、将来の投資機会等を考慮す

                                                   
52 出所：前田庸「会社法入門（第 11 版）」有斐閣（2006 年）258 頁。 
53 出所：田中亘「定時株主総会はなぜ六月開催なのか」 黒沼悦郎=藤田友敬「江頭憲治郎先生還暦

記念・企業法の理論(上) 、稲葉威雄ほか編『実務相談株式会社法 4 巻』（平成 4、商事法務

研究会）422 頁[味村治]。 
54 出所：田中亘・前掲（注 53）446 頁。 
55 参照：商事法務研究会編「株主総会白書 2014 年度版」商事法務 No.2051（2014 年 12 月 1 日号）。 
56 出所：山下友信編「会社法コンメンタール 株式(1)」初版 283 から 284 頁。 
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ることなく議決権行使をし、株主総会において非効率な剰余金配当の決定がなされ

る恐れがあること 
 
 
（3）招集通知及び添付書類等の送付時期 
 
①我が国の制度概要と実務 
 
(a)制度概要 57 
 

企業においては、株主総会日の 2 週間前までに株主に対して招集通知を発しなければなら

ない(会社法第 299 条第 1 項)。また、招集通知に際して、株主総会参考書類及び議決権行使

書面の交付等をしなければならず（同第 301 条）、計算書類及び事業報告を提供しなければな

らない（同第 437 条）。なお、ここで「株主総会日の 2 週間前まで」とあるが、招集通知の発

送日から株主総会日との間に中 2 週間が必要である 58。 

 
(b)実務 59 
 

全国株懇連合会「株主総会等に関する実態調査集計表」によると、招集通知(本体)の発送時

期が株主総会の開催前 2 週間である企業が 15.2%である一方、その期間が 2 週間超 3 週間以

内である企業が 56.7%、3 週間超である企業が 28%となっている。 

                                                   
57 参照：基礎資料編＜１．概要版＞P110「招集通知(本体)に係る規定 ③送付・提供のタイミング」、

P113「株主総会において株主に提供する資料(参考情報) ③送付・提供のタイミング」、P114
「基準日、招集通知等の規定のまとめ」。 

58 参照：大判昭和 10 年 7 月 15 日民集 14 巻 1401 頁。 
59 参照：基礎資料編＜１．概要版＞P15「日本における制度と実務～開示等のスケジュール」。 
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出所：全国株懇連合会「株主総会等に関する実態調査集計表」(2014 年度調査) 

 

 

また、今回調査したサンプル企業 10 社をみると、招集通知の発送は平均して定時株主総会

開催の 21.1 日前となっている。 

 

②米国・カナダの制度概要と実務 
 
(a)制度概要 60 
 

米国では、招集通知（本体）を株主総会の開催前 10 日以上 60 日以内に株主へ発送又は通

知する（Delaware General Corporation Law §222（b））。また、「通知/アクセス・モデル」(後
述（4）②（a）参照)を採用している場合、年次報告書や委任状説明書の参考情報へのアクセ

スのためのウェブサイトのアドレスについて、株主総会の開催日の 40 日以上前に株主へ発送

又は通知する（Code of Federal Regulations 240.14a-16）。 
カナダでは、招集通知(本体)を株主総会の開催前 21 日以上 60 日以内に株主へ発送又は通知

する（CBCA 135,CBCR, 2001 44）。また、財務諸表や委任状説明書の参考情報については、

株主総会の開催日の 21 日以上前に発送又は通知する（CBCA 159)。 
 

                                                   
60 参照：基礎資料編＜１．概要版＞P110「招集通知(本体)に係る規定 ③送付・提供のタイミング」、

P113「株主総会において株主に提供する資料(参考情報) ③送付・提供のタイミング」、P114
「基準日、招集通知等の規定のまとめ」。 
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(b)実務 61 
 

米国やカナダでは、今回調査したサンプル企業各国 30 社をみると、概ね株主総会の一か月

前には招集通知（本体）の発送がなされている。 
なお、米国では、今回調査したサンプル企業 30 社を見ても、時価総額を基準とした規模別

の会社間で、招集通知(本体)の発送時期に大きな差は見られないが、カナダでは Norbord 
Inc.(株主総会の 60 日前)、Royal Bank of Canada(株主総会の 54 日前)等の大規模な会社ほど、

より早期に招集通知を株主へ発送・通知する傾向がある。 
 
③欧州の制度概要と実務 
 
(a)制度概要 62 
 

英国については、招集通知(本体)を株主総会開催日の 21 日以上前(上場会社の場合 20 営業

日前)に株主へ発送又は通知する（Companies Act 2006 307(2)(a)、The UK Corporate 
Governance Code E.2.4.）。また、取締役報告書、戦略報告書及び財務諸表等の参考情報につ

いては、株主総会開催日の 21 日以上前に株主へ発送又は通知する（Companies Act 2006 
424)）。 
ドイツについては、招集通知(本体)を株主総会開催日の 30 日以上前に公告する

（Aktiengesetz §123(1)）。また、マネジメントレポート及び財務諸表等の参考情報について

は、招集通知の公告日以降に会社に備置する（Aktiengesetz §175(2)）。 
 フランスについては、招集通知(本体)を株主総会開催日の 35 日以上前に公告し、2 回目に

ついては、株主総会開催日の 15 日以上前に公告及び書面又は電磁的方法により株主へ通知す

る（Code de Commerce R225-69、R225-73）。また、マネジメントレポート及び財務諸表等

の参考情報については、株主総会開催日の 21 日以上前に開示する（Code de Commerce 
R225-73-1)。 
 

(b)実務 63 
 

欧州各国(英国、ドイツ及びフランス)について、今回調査したサンプル企業各国 30 社をみ

ると、概ね株主総会の一か月前には招集通知（本体）の発送がなされている。 

                                                   
61 参照：基礎資料編＜１．概要版＞P19～21「米国における制度と実務～開示等のスケジュール」、

P27～29「カナダにおける制度と実務～開示等のスケジュール」。 
62 参照：基礎資料編＜１．概要版＞P110「招集通知(本体)に係る規定 ③送付・提供のタイミング」、

P113「株主総会において株主に提供する資料(参考情報) ③送付・提供のタイミング」、P114
「基準日、招集通知等の規定のまとめ」。 

63 参照：基礎資料編＜１．概要版＞P33～35「英国における制度と実務～開示等のスケジュール」、

P42～44「ドイツにおける制度と実務～開示等のスケジュール」、P49～51「フランスにお

ける制度と実務 ～開示等のスケジュール」。 
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欧州では、今回調査したサンプル企業各国 30 社を見ると、HSBC HLDGS(英国、株主総会

の 59 日前)、BAYER AG (ドイツ、株主総会の 60 日前)、BNP PARIBAS ACT.A (フランス、

株主総会の 63 日前)等の大規模な会社ほど、より早期に招集通知を株主へ発送・通知する傾

向がある。 
 
④招集通知及び添付書類等の送付時期のまとめ 
 

我が国の招集通知やその添付資料等の発送のタイミングは、決算日から起算すると、米国

や欧州と比べて非常に早い。しかしながら、我が国の実務では、議決権行使の基準日を決算

日と一致させているため、決算日から 3ヶ月以内に株主総会を開催しなければならない一方、

米国や欧州では、こうした実務にないため、決算日から 4～5 ヶ月後に株主総会を開催してお

り、この結果、実際の株主総会開催日と招集通知・添付書類等の発送日の間隔は、我が国に

おいては米国や欧州と比べて極めて短い状況である。そのため、我が国においては議案の精

査・検討の時間が、諸外国に比べて相対的に短い。また、招集通知の添付書類として事業報

告、計算書類が株主へ通知・公表されるが、招集通知の交付時点において有価証券報告書は

開示されないのが一般的である。 
米国では、今回サンプル調査した 30 社の招集通知の通知・公表時点において、全ての企業

が年次報告書を EDGAR で開示している。 
またカナダでは、今回サンプル調査した 30 社の招集通知の通知・公表時点において、半数

の 15 社が年次報告書を SEDAR で開示している。 
英国では、今回サンプル調査した 30 社の招集通知の通知・公表と近いタイミングで年次報

告書を公表していた。また 30 社中 10 社については、招集通知の通知・公表日と年次報告書

の公表日が同一日付である。 
ドイツでは、今回サンプル調査した 30 社中 28 社について、招集通知の通知・公表の前に

年次報告書を公表している。フランスでも、今回サンプル調査した 30 社については、招集通

知の公告と近いタイミングで年次報告書を公表している。 
 

各国の招集通知(本体)の通知又は公告日の定時株主総会からの遡及日数 

 日本 米国 カナダ 英国 ドイツ フランス 

大規模 10 社 21.1 日前 43.0 日前 51.6 日前 41.6 日前 45.3 日前 48.6 日前 

中規模 10 社 － 42.4 日前 42.9 日前 44.1 日前 39.8 日前 41.4 日前 

小規模 10 社 － 40.8 日前 40.5 日前 35.4 日前 41.2 日前 37.1 日前 

平均 21.1 日前 42.1 日前 45.0 日前 40.4 日前 42.1 日前 42.4 日前 

(注)あずさ監査法人調べ 
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各国の招集通知(本体)の通知もしくは公告日の決算日からの日数 

 日本 米国 カナダ 英国 ドイツ フランス 

大規模 10 社 63.9 日後 81.4 日後 68.8 日後 77.8 日後 76.8 日後 74.1 日後 

中規模 10 社 － 95.9 日後 90.2 日後 86.6 日後 129.8 日後 108.6 日後 

小規模 10 社 － 103.3 日後 99.5 日後 125.8 日後 121.5 日後 116.9 日後 

平均 63.9 日後 93.5 日後 86.2 日後 96.7 日後 109.4 日後 99.9 日後 

(注)あずさ監査法人調べ 

 

 

（4）招集通知及び添付書類等の送付及び提供方法 
 
①我が国の制度概要と実務 
 
(a)制度概要 64 
 

我が国企業（取締役会設置会社）における株主に対する招集通知、株主総会参考書類及び

議決権行使書面の送付は、書面によって行われる（会社法第 299 条第 2 項第 2 号、第 301 条

第 1 項）が、株主の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる（会社法第 299
条第 3 項、第 301 条第 2 項）。 
電磁的方法による通知としては、電子メールによる情報の送付、インターネットによるウ

ェブサイトの閲覧又は磁気ディスク等のファイルへの情報を記録させたものの交付によるこ

とが認められる 65（会社法第 2 条第 34 号、会社法施行規則第 222 条）。 
このような我が国における株主総会の電子化は、2002 年 4 月 1 日に施行された改正商法（平

成 13 年法律 129 号）により、「高度情報化社会における会社運営の電子化」として導入され

たものである。この際に、①総会議事録等の会社関係書類の電子化②計算書類等の公告の電

子化とともに、③総会招集通知等の電子化及び④電子投票制度が立法されている 66。 
 

(b)実務 
 

電磁的方法によって招集通知を送付している会社は、全国株懇連合会「株主総会等に関す

                                                   
64 参照：基礎資料編＜１．概要版＞P109「招集通知（本体）に係る規定 ②送付・提供方法」、P112

「株主総会において株主に供する資料（参考情報） ②送付・提供方法」。 
65 出所：神田秀樹編「逐条解説 会社法 第 4 巻 機関・1」中央経済社（2008 年）71 頁。 
66 出所：江頭憲治郎 「株式会社法大系」有斐閣（2013 年）228 頁。 
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る実態調査集計表」によると 6.7%あった。 
また、上場会社を対象としたアンケート結果においては、電磁的方法による招集通知の送

信について採用の予定はないと回答した会社は、95.1%であった(2014 年度の調査) 67。 
招集通知の自社ホームページへの掲載時期については、全国株懇連合会「株主総会等に関

する実態調査集計表」によると約 6%の会社が、株主への書面発送日よりも前のタイミングで

自社ホームページへ掲載していた。 
 
②米国・カナダの制度概要と実務 
 
(a)制度概要 68 
 

米国における株主への委任状関係書類（委任状、委任状説明資料及び年次報告書）の提供

方法として、2009 年度からSECが導入した「通知/アクセス・モデル（the notice-and-access 
model）」がある。これは、発行会社が株主総会の委任状関係書類をウェブサイトに掲載し、

ウェブサイトでの提供に関する通知のみを株主に郵送すること（Notice Only Option）を認

める制度である。ただし、株主は委任状関係の書類の郵送での受領を選択すること（Full 
Delivery Option）が認められている 69。 
従来における米国では、1995 年から委任状関係書類を株主に電子的に交付することが可

能となっているものの、個々の株主による事前同意が必要であったため普及には至らなかっ

たが、この「通知/アクセス・モデル」においては、個々の株主の同意を得ることは不要と

されている。ただし、このモデルにおいても、株主が書面又は電子メールによる委任状関係

書類の受領の要請があった場合には、発行会社は株主指定の方法で委任状関係書類を株主へ

送付することが必要とされている。 
カナダにおいては、電磁的方法での提供に同意した株主に対して、電磁的方法による招集

通知の株主への提供が可能となっている。 
 

(b)実務 
 

米国の「通知/アクセス・モデル（the notice-and-access model）」の利用会社数は、制度導

入後 2 年目の 2009 年度は前年比で倍増と大きく増加したものの、その後の利用会社数の伸び

は鈍化（2012 年 6 月時点で 1,813 社が利用 70）している。 
2012 年 6 月時点ではSEC登録会社による「通知/アクセス・モデル（the notice-and-access 

model）」の導入比率は、全体の 3 割弱にとどまり、従来通り、郵送及び（又は）電子メール

                                                   
67 参照：商事法務研究会編・前掲（注 55）。 
68 参照：基礎資料編＜１．概要版＞「米国の株主に供する資料（参考情報）の提供方法の変遷」67

頁。 
69 出所：小柳景子「米国の株主総会における通知/アクセス・モデルの利用状況」商事法務 No.2010

（2013 年 9 月 25 日号）45 頁。 
70 出所：小柳景子・前掲（注 69）46 頁。 
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の方法で委任状関係書類を発送する米国の会社が多い 71。 
米国の個人投資家に関しては、招集通知等の議決権関連資料について 40%が全ての資料を

書面で郵送受領し、32%が株主の事前同意による全ての資料の電子的受領であり、また、28%
が通知のみ書面で受領し資料についてはウェブサイトで提供（通知/アクセス・モデル（the 
notice-and-access model））を受けている（2014 年度調査） 72。 
また、The Conference Board（全米産業審議会）が公表している資料によると、SEC登録

会社で株主数が多い会社ほど「通知/アクセス・モデル（the notice-and-access model）」を採

用している傾向（2010 年）があり、株主数が 30 万人を超える会社では 64.2%（95 社/148 社）

の採用率であったのに対して、株主数が 1,000 名以下の会社では 2.7%（57 社/2,089 社）の採

用率であった 73。 

 
出所：「E-Proxy Reform, Activism, and the Decline in Retail Shareholder Voting」The Conference 

Board（全米産業審議会）（2014 年度調査） 

 
 
③欧州の制度概要と実務 
 
(a)制度概要 
 

英国においては、個々に同意した株主について、招集通知の電磁的方法及びウェブサイト

による提供が可能となっている(Companies Act 2006 423,1144(2), Schedule 5)。また、ドイ

ツ及びフランス(1 回目)の招集通知については公告が必要とされており、具体的にドイツは電

                                                   
71 出所：小柳景子・前掲（注 69）46 頁。 
72 出所：「Proxy Pulse Third Edition 2014」Broadridge 10 頁。 
73 出所：The Conference Board（全米産業審議会）「E-Proxy Reform, Activism, and the Decline in 

Retail Shareholder Voting」3 頁。 
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子版連邦官報(Bundesanzeiger74)、フランスは官報サイト(BALO75)への掲載が必要である。 
その添付書類等については、英国では同意した株主に対して、ドイツ及びフランスについ

ては株主の同意を前提とせずに、電磁的方法による株主への提供が可能となっている 76。 
 
(b)実務 
 

ドイツにおいては、DAX30(ドイツの株価指数であり、Adidas、BMW及びDeutsche Bank
等の会社が含まれている)の会社における、電子的な招集通知等の導入企業数は、以下のとお

りであった 77。なお、調査対象年度は 2005 年度であり、調査は企業インタビュー及び会社の

ウェブサイト調査に基づくものである。 

 e-mail でアニュアルレポートを株主へ送付している会社 (36%(11 社/30 社)) 
 招集通知を e-mail で送付している会社 (30%(9 社/30 社)) 
 招集通知の文書を、オンライン署名で入手できるようにしている会社(23%(7 社

/30 社)) 
 
④招集通知及び添付書類等の送付及び提供方法のまとめ 
 

我が国において招集通知の発送を電子的方法によって行うには、株主の事前の同意が必要

であり、この点は米国及び英国においても同様である。他方、その添付書類等については、

米国やドイツ、フランスでは、株主の事前の同意を前提としなくても電磁的方法による提供

が可能となっている。 

 
 
（5）招集通知及び添付書類等の内容 
 

我が国及び欧米における、招集通知(本体)及びその添付書類等の内容に関しては、概ね各

国同様の規定及び実務となっている 78。すなわち招集通知（本体)には、株主総会の開催日時

及び場所、会議の目的事項、書面による議決権行使に関する事項及び電磁的な議決権行使に

関する事項等が記載されている。また議決権行使のために株主に供する招集通知添付書類等

については、財務情報及び非財務情報が含まれている。 

                                                   
74 参照：Bundesanzeiger : https://www.bundesanzeiger.de 
75 参照：BALO: http://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/ 
76 参照：基礎資料編＜１．概要版＞ P112「株主総会において株主に供する資料(参考情報) ②送付・

提供方法」。 
77 参照：Prof. Dr. Martin Hilb and Prof. Dr. Andreas Grüner 「Electronic Corporate Governance: 

Online and Virtual Shareholder Meetings and Shareholder Participation in 
Switzerland and Germany」120 頁 

78 参照：基礎資料編＜１．概要版＞P107~108「招集通知（本体）に係る規定 ①記載事項」、P111
「株主総会において株主に供する資料(参考情報) ①種類」。 

https://www.bundesanzeiger.de/
http://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/
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実際の開示例を見ると、米国や欧州における規模の大きい企業では、取締役の選解任関係

の情報や MD＆A 関連の情報量が多い。 
 
 
（6）株主総会における議決権の電子行使 
 
①我が国の制度概要と実務 
 
(a)制度概要 
 

我が国では、取締役会決議をもって、電磁的方法による議決権行使（電子投票制度）を採

用することができる（会社法第 298 条第 1 項第 4 号）。 
実務上は招集通知に、電磁的方法による議決権行使ができる旨及び株主名簿管理人の運営

する議決権行使サイトのアドレス等が記載され、株主毎に割り当てられたIDとパスワードを

入力して株主は議決権行使を行う（会社法施行規則第 230 条第 1 項イ（2））79。 
また、我が国のコーポレートガバナンス・コード原案（2015 年 3 月）においては、上場会

社は、自社の株主における機関投資家や海外投資家の比率等も踏まえ、議決権の電子行使を

可能とするための環境作りや招集通知の英訳を進めるべきことが記載されている。 
 

(b)実務 
 

我が国における電子投票制度の状況については、その採用会社割合はアンケート回答企業

の 29.4%であったが 80（2014 年度調査）、資本金額が大きな会社ほどその利用率は高く、資

本金額が 1,000 億円を超過する会社の場合、98%の会社が採用している。 
電子投票制度を採用している会社のうち、73.7%の企業が機関投資家向けの議決権電子行使

プラットフォーム（ICJ）を利用している。 
東証の関連会社である株式会社ICJの「機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム」

のサービスは、2006 年 3 月に、2005 年 12 月決算会社より運営が開始されたものであり、投

資信託や年金基金等の名義株主以外の株主である機関投資家が直接議決権を行使することが

できるシステムである。会社がこのプラットフォームを利用するには、電子投票制度を採用

していることが前提であり、プラットフォームの利用コストは会社及び名義株主又は常任代

理人が負担している。このプラットフォームの利用により、機関投資家等の名義株主以外の

株主が議案情報を早く確実に入手できるメリットはある 81が、利用企業は 480 社（2015 年 2
月時点）に留まっている 82。 

                                                   
79 出所：岩原紳作編「会社法コンメンタール 7 機関[1]」商事法務（2013 年） 221 から 222 頁 
80 出所：商事法務研究会編・前掲（注 55） 
81 出所：中村直人 「株主総会ハンドブック」商事法務（2015 年）312 頁 
82 参照：東京証券取引所のホームページ:  



 

55 
 

 
②米国の制度概要と実務 83 
 

米国においても、電子的な議決権行使が認められている(Delaware General Corporation 
Law 211(a)(2))。 
米国における電子による議決権行使の実態として、機関投資家の 98%が電子的な議決権行

使を行っている(2014 年度調査)。また個人投資家については 68%がインターネット経由、26%
が書面、6%が電話による議決権行使である。 

 
③欧州の制度概要と実務 
 

英国においても、電子的な議決権行使が認められている（Companies Act 2006 360A）。 
英国においては、CREST（英国の電子議決権行使のプラットフォーム）を利用し電子的な

議決権行使を行っている会社の割合は、FTSE350（ロンドン証券取引所の株式指標）のうち

約 30%の会社となっている（2004 年調べ）84。 

 
出所：Prof. Dr. Martin Hilb and Prof. Dr. Andreas Grüner・前掲（注 74） 

 

                                                                                                                                                           
http://www.jpx.co.jp/equities/improvements/voting-platform/index.html 

83 参照：Broadridge ・前掲（注 73） 10 頁。 
84 参照：Prof. Dr. Martin Hilb and Prof. Dr. Andreas Grüner・前掲（注 77）39 頁。 
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（7）株主総会当日に向けた準備等（我が国の状況） 
 
①リハーサルの実施 
 

我が国における株主総会当日に向けた準備として、定時株主総会のリハーサルを行ってい

る会社は 94.5%であり、うち 1 回のみのリハーサルを実施する会社は過半数の 50.1%を占め

ているが、3 回のリハーサルを実施している会社も 8.4%ある 85。 
リハーサルも議長以下役員全員が出席する全体リハーサルの他、答弁担当役員のみの質疑

応答リハーサル、当日の受付から会場座席への誘導等の受付係、会場係のリハーサル等、機

能別に分けてリハーサルを実施している実務もある。 
リハーサル準備内容として主に以下の内容があり、リハーサル実施会社のうちそれぞれの

実施割合は以下のとおりである。 
 

リハーサルの準備内容 割合 

総会の進行順序の確認 98.7% 

質疑応答への対応 91.0% 

機器の作動状況の確認 73.9% 

修正動議への対応 54.2% 

質疑打切・採決の仕方 52.6% 

出所：商事法務研究会編・前掲（注 55）。 

 
リハーサルに参加した役員及び社外参加者の内訳及び割合は、以下のとおりである。 
 

 リハーサル参加者 割合 

【
社
内
】 

社長(頭取) 96.6% 

取締役 90.0% 

監査役 89.7% 

常務取締役 56.8% 

専務取締役 41.8% 

【
社
外
】 

弁護士 65.6% 

証券代行機関 51.1% 

親会社・子会社等の役員等 7.5% 

公認会計士 3.6% 

出所：商事法務研究会編・前掲（注 55）。 

  

                                                   
85 参照：商事法務研究会編・前掲（注 55）。  
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②想定問答の準備 
 

我が国の会社法においては、取締役等は株主総会において株主から特定の事項について説

明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない（会社法第 314
条）。この説明義務に対応するため、株主総会の想定問答を用意している会社が多い（アンケ

ート回答企業の 97.6％）。この想定問答を作成する副次的な効果として、「アナリストミーテ

ィング、会社説明会等の資料への利用」という効果も期待できる 86。 

 

③株主からの事前質問状 87 
 

定時株主総会前に株主から書面又は電子メール等による事前質問状が提出される場合があ

る。この事前質問状に記載された質問事項が説明義務のある質問であるとしても事前質問状

の提出を受けた時点で説明義務(回答義務)が生じるものではなく、株主総会当日に議場で質問

されない限り説明義務(回答義務)は生じないようである 88。また、株主からの事前質問状を受

けなかった会社が大部分(アンケート回答企業の 88.8%)であり、1 通の事前質問状を受けた会

社が 8.2%であった(2014 年度調査)。 
株主からの事前質問状の有無にかかわらず、株主総会前に株主から受けた質問、問い合わ

せの有無、内容及び割合は、以下のとおりである。 
 

株主総会前の株主からの質問の有無及び内容 割合 

質問なし 45.4% 

質
問
あ
り 

お土産の内容等 40.8% 

配当政策・株主還元 12.9% 

経営政策・営業政策 10.7% 

株価動向 9.1% 

出所：商事法務研究会編・前掲（注 55）。 

 
  

                                                   
86 出所：中村直人・前掲（注 81）53 頁。 
87 参照：商事法務研究会編・前掲（注 55）。 
88 出所：中村直人・前掲（注 81） 288 頁。 
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（8）株主総会の当日について 
 
A. 実際の株主総会の出席状況 
 
①我が国の制度と実務 
 
(a)制度概要 
 

取締役会が株主総会を招集するには、株主総会の日時及び場所を定めなければならない（会

社法第 298 条第 1 項第 1 号）。また、株主総会に出席できない株主のために、取締役会決議に

よって書面投票制度及び電子投票制度を採用することができる（会社法第 298 条第 1 項第 3
号及び第 4 号）。 

 
(b)実務 
 

我が国の株主総会への株主の実際の出席状況については、全国株懇連合会「株主総会等に

関する実態調査集計表」によると、過半数(57.5%)の企業において出席株主数は 100 名未満と

なっているが、株主総会へ出席株主が 1,000 名を超える企業も 5％存在している。 
なお、出席株主について議決権割合という切り口で見ると、大部分の企業(84.6％)では、出

席株主の議決権を全て足しても、全体の議決権の 5％未満である(2014 年度調査)。 
 

 
出所：全国株懇連合会「株主総会等に関する実態調査集計表」(2014 年度調査) 

総会に出席した株主（当日議場に出席した株主であり、出席役員を除く） 



 

59 
 

 

 

出所：全国株懇連合会「株主総会等に関する実態調査集計表」(2014 年度調査) 

 

 

②欧州の実務 
 

フランスにおいては、CAC40(フランスの時価総額上位 40 社の株価指数）における、2010
年度の株主総会の出席率は、5%と低い値となっている 89。 
他方、ドイツでは、DAX30 を構成する会社における株主の株主総会出席率の平均は、ドイ

ツにおいては取引銀行や政府が会社の株式を所有している傾向が強いこともあり、やや古い

データであるが、1998 年には約 60%あったが、2005 年には約 46%に下落しているものの高

い株主総会出席率となっている 90。 

                                                   
89 参照：PROXINVEST 「14th Proxinvest report on AGMs」1 頁 
90 参照：Prof. Dr. Martin Hilb and Prof. Dr. Andreas Grüner・前掲（注 77）22 頁 

株主数比率（議決権のある株主数に対する出席株主の割合、出席役員を除く） 
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出所：Prof. Dr. Martin Hilb and Prof. Dr. Andreas Grüner・前掲（注 77） 

 
 
B. 名義株主以外の株主の株主総会への出席 
 
①我が国の制度概要と実務 
 
(a)制度概要 
 

株主は、代理人によってその議決権を行使することができる（会社法第 310 条第 1 項）。こ

の場合においては、当該株主又は代理人は、代理権を証明する書面を企業に提出しなければ

ならない。 

 
(b)実務 
 
・定款の定め 

多くの企業では、その定款において議決権行使の代理人資格を株主に限定する旨の規定を

設置している 91。このような代理人資格を株主に限定する制限は、株主総会が第三者によっ

                                                   
91 参照：全国株懇連合会定款モデル第 38 条第 1 項。 
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てかく乱されることを防止し、会社の利益を保護するための合理的理由に基づく制限として

有効と解されている(最二判昭和 43 年 11 月 1 日民集 22 巻 12 号 2402 頁)。 
 
・代理出席に係る諸見解 

機関投資家は保有する株式を信託銀行等に信託しており、自己の名義で株式を保有してい

ないことが多い。この場合、機関投資家等が株主総会に出席するためには、株主名簿上の株

主から委任状の交付を受けて出席することになるが、代理人を株主に限定する旨を定款で定

めている場合、株主名簿上の株主でない機関投資家等が株主総会に出席することができるか

が問題となる。この点、投資信託及び投資法人に関する法律第 10 条第 2 項は、「投資信託財

産として有する株式（投資口、優先出資法に規定する優先出資その他政令で定める権利を含

む。）に係る議決権の行使については、会社法第 310 条第 5 項（株式会社は、株主総会に出席

することができる代理人の数を制限することができる規定であり、投資信託及び投資法人に

関する法律第 94 条第 1 項、優先出資法第 40 条第 2 項その他政令で定める規定において準用

する場合を含む。）の規定は適用しない。」としていることもあり、投資信託財産としての株

式について委託者（機関投資家）が株主名簿上の受託者の代理人として株主総会に出席する

ことは、定款違反とならないとする見解もある 92。 
 
・名義株主以外の株主の株主総会への出席要請と企業の対応 

全国株懇連合会「株主総会等に関する実態調査集計表」(2014 年度調査)によると、名義株

主以外の株主の株主総会への出席についての基本方針が定められていない企業が約 60%ある。

名義株主以外の株主の総会への出席を認め、質問及び議決権の行使も認めている企業が 6.3%、

出席は認めるが質問及び議決権行使等の株主権行使は認めない会社が 8.6%、また、出席、傍

聴も認めない企業は 16.8%であった。なお、名義株主以外の株主から事前に株主総会への出席

の申し出があるケースは、数としては非常に少ない(2.1%)のが現状である。 

実務上は、株主名簿上の株主から委任状等を提出させて名義株主以外の株主の入場を認め

るにしても、入場を申し出た者と委任状の宛名となっている名義株主以外の株主との同一性

の確認が必要であったり、株主名簿上の株主が有する株式数の一部についてのみ議決権の行

使を委任する内容であったりすることもあり、急に株主総会当日に出席の申出がなされた場

合には対応困難な場合もある 93。 

                                                   
92 出所：三浦亮太「株主総会議事運営における留意点」商事法務 No2030（2014 年 4 月 15 日号）。 
93 参照：三浦亮太・前掲（注 92）。 
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出所：全国株懇連合会「株主総会等に関する実態調査集計表」(2014 年度調査) 

 
 

②欧州の制度概要と実務 
 

英国においては機関投資家に対し過去 20 年以上に亘って、企業との対話や議決権行使等に

より企業のコーポレートガバナンスに関与することが推奨されている 94。例えば、キャドバ

リー報告書においては、機関投資家に対して経営者との定期的かつ体系的な対話、議決権の

積極的行使及び取締役の選出に関する積極的関与を求めている。 
また、英国投資運用協会(IMA)が 2014 年 5 月に公表した英国の機関投資家のスチュワード

シップ活動の実態調査においては、アンケートの 66%の回答者が議決権行使の内容を公表し

ており、また、47%の回答者が議決権行使に際して反対票等を投じる場合における事前の企

業通知を行っており、機関投資家の議決権行使が前提となっている。 
 
 

C. 我が国における株主総会当日 
 

株主総会の開催時間として、1 時間以内に終了している会社が 70.3%である(2014 年度)。
2011 年から株主総会の所要時間に大きな変動はない。その中で、若干ではあるが、60 分以内

で終了するの株主総会数が減少し（前期比マイナス 0.8%）、60 分以上開催している株主総会

が増加している傾向にある（前期比プラス 1.7％）。 
 
 
 
                                                   
94 出所：北川哲雄 「スチュワードシップとコーポレートガバナンス」東洋経済（2015 年） 38 か

ら 50 頁。 

名義株主の背後にいる実質株主から総会への出席について事前に申し出があった場合の対応 
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株主総会の 
開催時間 

2011 年 
（2010 年 7 月～ 
 2011 年 6 月） 

2012 年 
（2011 年 7 月～ 
 2012 年 6 月） 

2013 年 
（2012 年 7 月～ 
 2013 年 6 月） 

2014 年 
（2013 年 7 月～ 
 2014 年 6 月） 

～30 分 17.5% 20.1% 21.4% 20.4% 

30 分～ 60 分 53.2% 51.2% 50.7% 49.9% 

60 分～ 90 分 17.2% 17.1% 17.1% 17.8% 

90 分～120 分 8.6% 7.8% 7.8% 8.8% 

60 分～120 分 25.8％ 24.9% 24.9% 26.6% 

120 分～ 3.7% 3.8% 3.0% 3.0% 

出所：商事法務 No. 1949(2011 年),No. 1983(2012 年),No. 2016(2013 年),No. 2051(2014 年) 

            「株主総会白書」実際の所要時間 

 
質疑応答時間については、15 分以内の会社が 29.8%であり、30 分以内の会社が 17.5%であ

る(全国株懇連合会 2014 年度の調査)。 
実際の株主総会における株主から受けた質問、問い合わせの有無、内容及び割合は、以下

のとおりである。 
 

実際の株主総会における株主からの質問の有無及び内容 割合 

質問なし 27.6% 

質
問
あ
り 

経営政策・営業政策 54.4% 

配当政策・株主還元 30.0% 

財務状況 18.2% 

リストラ・人事・労務 16.9% 

株価動向 15.8% 

出所：商事法務研究会編・前掲（注 54．） 

 

 
実際の株主総会における動議の有無及び内容については、動議が無かった会社は 97%であ

り、動議があった場合においては、議長不信任についての動議が 1.8%、議案の修正について

の動議が 1%である(商事法務 2014 年度の調査)。 
議長権限を行使し、議長の命令に従わない者等に対する退場命令の有無については、秩序

を乱すような事態は生じなかった割合が 95.4%であり、警告を発した後に退場を命じた割合

が 1.7%、警告を発した割合が 1.6%である(商事法務 2014 年度の調査)。 
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（9）株主総会において決議する議案等 
 
①我が国の制度概要と実務 
 
(a)制度概要 95 
 

株主総会は、この法律に規定する事項及び定款に定めた事項に限り、決議することができ

る(会社法第 295 条第 2 項)。 
株主総会の法定権限は以下の事項であるが 96、取締役会設置会社でも定款で定めれば、法

定事項以外の事項を株主総会の権限とすることもできる。 

 取締役・監査役等の機関の選任・解任に関する事項 
 会社の基礎的変更に関する事項（定款変更、合併・会社分割等、解散等） 
 株主の重要な利益に関する事項（剰余金配当等） 
 取締役に委ねると株主の利益が害される恐れが高いと考えられる事項（取締役の報

酬の決定等） 
 

これは、昭和 25年の商法改正時に規定されたものであり、それ以前は、株主総会の権限の

範囲に関する一般的な規定は存在しなかったため、当時の株主総会は会社に関する一切の事

項について決議し、これによって執行機関を拘束できるものと解されていた 97。昭和 25年改

正商法では、原則として株主総会の権限を商法が特に明示したものに限定し、他の機関の権

限事項は定款で株主総会の権限として留保しない限り決議できないものされている。この点

については、株主が本来的に有する権限を株主が自己の利益になると考えたから取締役に委

譲したものであり、仮に株主が欲するならばその本来的な権限を取り戻せるようにしている

と説明されている 98。 

 
現在では年度決算については、会計監査人の監査意見が無限定適正かつ監査役の会計監査

人による監査が相当でないと認める意見が無い限りは、株主総会の報告事項となっている（会

社法第 439 条、会社法施行規則第 116 条第 5 号及び会社計算規則第 135 条）。また、会計監

査人を設置する監査役会設置会社、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社で取締

役の任期を 1 年以内とする会社においては、定款に規定を設けて剰余金処分権限を取締役会

に授権できるとするなど(会社法第 459 条、会社法施行規則第 116 条第 12 号、会社計算規則

第 155 条)、株主総会の権限が縮小される場合もある。 

 

                                                   
95 参照：基礎資料編＜１．概要版＞「株主総会の決議事項」52 から 54 頁。 
96 出所：神田秀樹 「会社法」第 12 版 166 頁。 
97 出所：岩原紳作編・前掲（注 79） 31 から 32 頁。 
98 出所：鈴木竹雄=石井照久「改正株式会社法解説」日本評論社（1950 年）106 から 107 頁。 
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(b)実務 
 

我が国における株主総会の付議議案等の状況(全国上場会社の 2013 年 7 月から 2014 年 6
月までに開催された株主総会であり、調査対象会社は 2,458 社)は、以下のとおりであり、剰

余金処分議案の他は役員選任議案がその多くを占めている。 
 

株主総会の議案内容 割合 

剰余金処分議案 73.2% 

取締役選任議案 87.2% 

監査役選任議案 46.3% 

補欠監査役予選議案 26.9% 

定款変更議案 26.8% 

出所：商事法務研究会編・前掲（注 54） 

 
 
②米国の制度概要と実務 
 

米国では株式会社の意思決定事項、すなわち会社の経営及び事業の意思決定事項について

は、まず一次的な権限を有しているのは取締役（会）であるという考えがある。 
米国の場合、取締役の会社意思決定に係る権限は法律上与えられた固有の権限であって、

株主（総会）が本来的に有する権限が取締役に委譲されているといった理解はされていない。

これは、19 世紀後半以降の米国において株式会社が大規模化していく中で、その管理は取締

役が固有の権限と義務において行うべきだとの考えがとられたことを背景としている 99。 
 
Delaware General Corporation Law § 141 (a) 

The business and affairs of every corporation organized under this chapter shall be 
managed by or under the direction of a board of directors, except as may be otherwise 
provided in this chapter or in its certificate of incorporation. 
本法の下で組織された会社の業務事項に関しては、本法又は設立定款に異なる定めがな

い限り、取締役会の指揮により、又はその指揮の下で執行される。 
 
 
③ドイツの制度概要と実務 100 
 

ドイツにおいては、株式会社の取締役は自己の責任において会社の経営を行うものとし

                                                   
99 出所：岩原紳作編・前掲（注 79）33 頁。 
100 出所：岩原紳作編・前掲（注 79）34 頁。 
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（Aktiengesetz §76(1)）、株主から独立した固有の業務執行権限を有する。 
株主総会については、法律及び定款で明示的に定められた事項について決議をなすことが

できるが(Aktiengesetz §119(1))、業務執行事項に関しては取締役が特に判断を求めた事項

しか株主総会において決定できないものとされているため(Aktiengesetz §119(2))、取締役

の有する固有の業務執行権限は厳格に守られている。このような考えは、ドイツの株式会社

が 19 世紀後半から 20 世紀前半にかけて巨大化していく過程において生まれたものである。 
 
④株主総会において決議する議案等のまとめ 101 
 

我が国、米国及びドイツにおける株主総会の決議事項は限定されているが、その趣旨及び

考えは異なる。我が国においては、定款変更により株主総会の決議事項を増やすことができ、

株主の希望による権限拡大が可能であるが、米国及びドイツにおいては、経営は取締役固有

の権限及び義務であり、株主総会権限の拡大はできない。 
 
 
（10）株主提案権 
 
①我が国及び諸外国の制度概要 102 
 

我が国においては、株主提案権を行使するためには、「総株主の議決権の１％以上の議決権

又は 300個以上の議決権を 6か月前から引き続き有すること」がその要件となっており（会

社法第 303条～305条）、持ち株要件以外に特段の要件は課されていない。 

英国やドイツ、フランスについてみると、我が国同様、持ち株要件のみが行使要件として

課されているが、英国やドイツでは総議決権の５％以上の保有が要件となっており、日本と

比べて要件が厳しくなっている。また、米国では、持ち株要件に加えて、提案できる個数の

制限（１人１つのみ）や提案できる内容の制限が設けられており、例えば、株主提案権にお

いて取締役会のメンバーの選任議案の提案はできず、また提案内容が会社の通常業務に関す

る問題を扱うような場合には、株主提案はできない。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
101 参照：基礎資料編＜１．概要版＞P95～97「株主総会の決議事項」。 
102 参照：基礎資料編＜１．概要版＞P119～120「株主提案権の行使要件」。 
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②株主提案権の実務（行使状況等） 
 
＜日本＞ 

我が国の株主提案が付議された上場会社数は、以下のとおりである。 
 

 2012 年 
（2011 年 7 月～ 
 2012 年 6 月） 

2013 年 
（2012 年 7 月～ 
 2013 年 6 月） 

2014 年 
（2013 年 7 月～ 
 2014 年 6 月） 

株主提案が付議された

上場会社数 
38 社 34 社 30 社 

(注 1)株主総会の開催時期を記載している。 

出所：商事法務 No. 1983(2012 年),No. 2016(2013 年),No. 2051(2014 年)「株主総会白書」  

 

 

株主提案権の提案内容は、以下のとおりである。 
 

 2012 年 
（2011 年 7 月～ 
 2012 年 6 月） 

2013 年 
（2012 年 7 月～ 
 2013 年 6 月） 

2014 年 
（2013 年 7 月～ 
 2014 年 6 月） 

(1)剰余金処分議案、剰余金配

当議案の変更を求めるもの 7 社 3 社 7 社 

(2)取締役の選解任議案 

① 取締役選任 12 社 6 社 6 社 

② 取締役解任 6 社 7 社 5 社 

③ 監査役選任 3 社 4 社 0 社 

④ 監査役解任 1 社 3 社 0 社 

(3)役員報酬等関係 6 社 7 社 6 社 

(4)その他 3 社 4 社 6 社 

出所：商事法務 No. 1983(2012 年),No. 2016(2013 年),No. 2051(2014 年)「株主総会白書」 

 

 
我が国における株主提案権の行使結果、棄却等については、撤回件数が 2 件、提案の却下

件数が5件(一部却下を含む)となっており、株主総会に付議され可決された株主提案権は2014
年度については無かった。 
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出所：全国株懇連合会「株主総会等に関する実態調査集計表」(2014 年度調査) 

 
 

株主提案権を行使した株主の属性は、全国株懇連合会「株主総会等に関する実態調査集計

表」によると、以下のとおりであり、個人株主が一番多く、次に市民団体及び NPO が多い。 
 

 
出所：全国株懇連合会「株主総会等に関する実態調査集計表」(2014 年度調査) 

 
 
＜米国＞ 
米国の個人投資家にとっては株主提案権は対話のトリガーになりえ、提案権の 30%は個人

投資家による行使であるとの文献もある。また株主提案権の約 1/3 は取り下げられたが、その

約 80%は会社との継続的な対話の結果であるとの文献もある。 
さらに、Russell 3000（ラッセル 3000 という株価指数であり、米国全上場企業の約 98%を

占める）に含まれている会社についての株主提案権の数(2014 年度)は、個人投資家が 299 個

と一番多く、次いで公的年金基金の 93 個、労働組合の 86 個と続いている 103。 
 

                                                   
103 参照：The Conference Board（全米産業審議会）「Proxy Voting Fact Sheet」4 頁。 

行使の有無及び結果等（複数回答） 

株主提案権を行使した株主の属性（行使件数１ケンにつき１属性を選択）（複数回答） 
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出所：The Conference Board（全米産業審議会）「Proxy Voting Fact Sheet」(2014 年度調査) 

 

 

米国における株主提案権の棄却、取り下げ等の割合、件数については、約 1/3 は棄却・取り

下げられており、残りの約 2/3 は投票まで行われている 104。 

                                                   
104 参照：The Conference Board（全米産業審議会）・前掲（注 103）3 頁。 
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出所：The Conference Board（全米産業審議会）「Proxy Voting Fact Sheet」(2014 年度調査) 

 

 

米国における株主提案権の行使議案の内容については、コーポレートガバナンスに関する

内容が約 40%、役員報酬に関する内容が約 15%、社会・環境政策に関する内容が約 40%とな

っている 105。 

 

出所：The Conference Board（全米産業審議会）「Proxy Voting Analytics(2010-2014)」(2014 年度調査) 

                                                   
105 出所：The Conference Board（全米産業審議会）「Proxy Voting Analytics(2010-2014)」31 頁。 
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米国における株主提案権について過半数の支持を得た割合は以下のとおりであり、減少傾

向にあるもののRussell3000 で 15.8%の株主提案権、S&P500 で 9.6%の株主提案権が過半数

の支持を得ている 106。 
 

 
出所：The Conference Board（全米産業審議会）「Proxy Voting Analytics(2010-2014)」(2014 年度調査) 

 

 

③株主提案権のまとめ 
 

我が国における株主提案権の行使件数は少ない。株主提案が可決される場合もない。一方、

米国における株主提案権の行使数は比較的多く、また、棄却又は取り下げられる場合もある

が、株主提案が可決される場合もある。 

 
  

                                                   
106 参照：The Conference Board（全米産業審議会）「Proxy Voting Analytics(2010-2014)」42 頁。 
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４．その他企業と投資家の対話に関連する諸制度等 
 

その他企業と投資家の対話に関連する諸制度として、インサイダーに関する規制、適時開

示・公正な開示に関する規制その他について、日本及び米国の諸制度を概観する。 
 
 
(1)インサイダーに関する規制 
 
①日本の制度概要 
 

インサイダー取引規制として、上場企業の業務等に関する「未公表の重要事実」を知った

会社関係者（その職務等に関し知った場合に限る）や当該会社関係者から当該事実の伝達を

受けて知った者が、当該事実の公表前に、当該企業の株式等の売買等を行うことを禁止して

いる（金融商品取引法第166条（会社関係者の禁止行為））。また、情報伝達、取引推奨規制と

して、上場企業の業務等に関する「未公表の重要事実」を知った会社関係者（その職務等に

関し知った場合に限る）が、当該事実の公表前に、他人に売買等をさせることにより、当該

他人に利益を得させる等の目的をもって、情報伝達・取引推奨を行うことを禁止している（金

融商品取引法第167条の2（未公表の重要事実の伝達等の禁止））。金融商品取引法第166条第2
項及び内閣府令において、こうした重要事実に関する項目例が記載されている。 

 
②米国の制度概要 
 

インサイダー取引、価格操作、偽情報の売却など、不公正な証券取引については、SEC規

則10b-5で包括的に規制されており、同規則はCode of Federal Regulations§240.10b-5で法典

化されている。 
さらにその細則である、SEC規則10b501（Code of Federal Regulations §240.10b5-1）で、

インサイダー取引に焦点を絞って規定されている。 
 
§240.10b5-1  
Trading “on the basis of” material nonpublic information in insider trading cases  

§240.10b5-1（a）  General  
§240.10b5-1（b）  Definition  
§240.10b5-1（c）  Affirmative defenses（積極的抗弁） 
（Code of Federal Regulations §240.10b5-1） 

 
 
 
 

http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=4aa972f17a40fb8bb053ec19292ed850&node=se17.4.240_110b5_61&rgn=div8
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また、インサイダー取引に関する積極的抗弁に関して、§240.10b5-1（c）で規定が記載さ

れている。次の条件を満たす場合は、重要な非公開情報を知った上で証券の購入又は売却を

行ったとしても、インサイダー取引にはあたらないことを主張できる。 

（A）その情報を知る前に、 
（1） その証券の購入又は売却するための拘束力のある契約の締結を始めていた。 
（2） その株式を購入又は売却するよう第三者に指示していた。又は 
（3） 証券取引に関する書面による計画に承諾していた。 

（B） 上記の契約、指示又は計画に、 
（1） 購入又は売却する証券の総額、単価及び取引日が明示されていた。 
（2） 購入又は売却する証券の総額、単価及び取引日を決定するための明示的な公式、ア

ルゴリズム、又はコンピュータープログラムが含まれていた（以下省略）。 
（C） 購入又は売却は当該契約、指示又は計画に基づき行われた（以下省略）。 

（Code of Federal Regulations §240.10b5-1） 
 
(2)適時開示・公正な開示に関する規制 
 
①日本の制度概要 
 

東証の有価証券上場規程において、上場会社は、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微な

ものとして施行規則で定める基準（軽微基準）に該当するものを除き、直ちにその内容を開

示することが求められている（有価証券上場規程第402条から405条）。また、東証「会社情報

適時開示ガイドブック」において、軽微基準に該当するかどうか明らかでない場合にも、適

時開示を行うことが義務づけられており、また、以下の区分ごとに、具体例が記載されてい

る。 
 

○上場会社の情報 
・上場会社の決定事実 
・上場会社の発生事実 
・上場会社の決算情報 
・上場会社の業績予想・配当予想の修正等 
・その他の情報 

○子会社等の情報 
・子会社等の決定事実 
・子会社等の発生事実 
・子会社等の業績予想の修正等 

 
さらに、公平な情報提供の観点から資料を作成するため、「会社情報適時開示ガイドブック」
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において、作成に関する留意事項も記載されている。 
 
②米国における適時開示・公正な開示に関する規制 
 

SECは、2000年10月にRegulation FDを発効し、選別的情報開示（selective disclosure）
を禁止した。具体的には、規則証券を発行する企業は、その価格に影響を与える可能性のあ

る重要な情報を特定の株主や投資家のみに選別的に提供してはならないというものであり、

アナリストやファンドマネージャー、その非公開情報に基づき証券の売買を行うと予想され

る保有者などへの開示が規制対象となる。Regulation FDは連邦規則集（Code of Federal 
Regulations）§243で法典化されている。 
 

§243 Regulation FD 
§243.100 General rule regarding selective disclosure 
§243.101 Definitions 
§243.102 No effect on antifraud liability 
§243.103 No effect on Exchange Act reporting status 

 

Regulation FD は、証券の発行企業が重要な非公開情報を意図的に規制対象者に提供する

場合は、「同時に」SEC に Form 8-K（重要事項報告書）を提出することなどにより、その情

報を一般にも公開することを求めている。また、意図的ではないものの、重要な非公開情報

を規制対象者に提供してしまった場合には、「すみやかに」同様の措置を取ることが求められ

る（Federal Regulations §243）。 

 
 
(3)その他 
 

その他として、米国に係る制度等を調査する中で、確認されたトピック・キーワードを以

下に記載する。 
 
①開示イニシアティブ 
 

米国財務会計基準審議会（FASB）では、財務諸表の開示をより効果的で、調整がとれ、重

複が少ないものとするための包括的なフレームワークを構築するという目的において、財務諸

表の開示に関するプロジェクトを行っている。 
このプロジェクトの一環として、2012 年 7 月にコメント募集「開示フレームワーク」、2014

年 3 月に公開草案「財務報告のための概念フレームワーク 第 8 章:財務諸表注記」が公表さ

れている。 
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これらは、開示する情報が時と共に増加しており、財務諸表の開示をより効果的で調和が取

れ、重複を少なくすることを目的とした包括的なフレームワークを確立するため、財務諸表、

MD&A、及びその他の企業より提供される情報をより適切に統合するための方法を模索する

ことを目的としている。 
一方、国際会計基準委員会（IASB）でも、2013 年 10 年から開示イニシアティブが立ち上

げられているが、これは現行の国際財務報告基準（IFRS）の表示及び開示要求に対して、様

々な関係者から様々な見解が示されていることに対応したものである。IASB における開示イ

ニシアティブでは、短期的に対応可能な項目、及び中長期的に対応する項目を識別し、開示を

改善するためのプロジェクトを進めている。 
短期的な対応策の一つとして、2014 年 12 月に「開示イニシアティブ（IAS 第 1 号の改定）」

が公表されている。この改定により、IAS 第 1 号「財務諸表の表示」における重要性、表示

すべき情報、及び注記及び会計方針の開示に関して以下の改訂が行われている。 
 
・重要性に関して、有用でない情報を提供することで有用な情報が埋没し、財務諸表の比較可

能性を低下させてはならないことを明確化する。 
・財務諸表の表示に係る要求事項は、特定されている項目について重要性がない場合にまで個

別に表示することを求めているのではないことを明確化する。 
・注記に関して、体系的な順序を決定するにあたり、財務諸表の理解可能性と比較可能性に与

える影響を考慮することを明記する。 
 
②Plain English 
 

Plain English は、専門用語を用いずに、明確かつ簡潔に表現するコミュニケーション様式

の総称で、英米の政府の公式発表等で広く用いられている概念である。 
SEC は 1998 年に plain English rule を採用し、Code of Federal Regulations§230.421

（1933 証券法に対応＝有価証券届出書）と Code of Federal Regulations§240.13a-20（1934
証券取引所法に対応＝上場後の各種報告書）として法典化された。Form 10-K（年次報告書）

や Form 8-K（重要事項報告書）など、§240.13a-20 で特定される Regulation S-K に基づき

開示される情報は、この plain English rule に基づかなければならないとされている。 
 
§240.13a-20 Plain English presentation of specified information 

§240.10b5-1(a) 文章、段落、セクションを適切に区切ることにより明確に表現する。 
§240.10b5-1(b) 簡潔な文章を使用する。 
§240.10b5-1(c) 明確で、具体的な、日常的な用語を使用する。 
§240.10b5-1(d) 能動態を使用する。 
§240.10b5-1(e) 否定語を重複使用しない。 
§240.10b5-1(f) 分かりやすい表題及び副題を使用する。 
§240.10b5-1(g) 複雑な内容については、可能であれば、表形式や箇条書きを用いる。 



 

76 
 

§240.10b5-1(h) 法律用語や高度な専門用語を避ける。 

§240.10b5-1(i) 用語集や定義を頻繁に参照しなければならない表現方法は避ける。 

§240.10b5-1(j) 写真、ロゴ、表、グラフなどのデザイン的な要素を使用することを検討する。

ただし、これらの使用により、説明すべき情報に誤解が生じないか、また、

その内容が明確であるかに留意する。 

（Code of Federal Regulations §230.421、§240.13a-20） 
 

SEC は上記 plain English rule を採択すると同時に、”A Plain English Handbook－How to 
create clear SEC disclosure documents”を公表し、plain English rule を具体例とともに分か

りやすく解説しており、plain English rule に関するガイダンスとして広く参照されている。 
 
A Pain English Handbook 

Chapter 1 “Plain English” による文書とは 
Chapter 2 はじめに 
Chapter 3 読者 
Chapter 4 開示すべき情報 
Chapter 5 開示書類 
Chapter 6 Plain English による文書の作成 
Chapter 7 文書のデザイン 
Chapter 8 時間節約のヒント 
Chapter 9 読みやすい定型文の利用及び形式チェックツール 
Chapter 10 文書の評価 
Chapter 11 文献リスト 
Chapter 12 お問合せ先 
Appendix A ひと目で分かる Plain English－SEC Plain English Rules の抜粋 
Appendix B Plain English 事例－“Before” plain English と“After” plain English 

（A Plain English Handbook） 
 

また、この Handbook において Plain English の具体的な特徴が記載されており、視覚的

に好感がもて、論理的に構成され、かつ 1 度読んだだけで内容が分かるものとされている。

さらに、Plain English による文書を作成する際の遵守事項として、読者を知り、かつ読者が

必要とする情報を読者が理解できる順序で記載することとされている（A Plain English 
Handbook - Appendix A）。 
さらに A Plain English Handbook は、投資家の年齢、収入、教育レベル、職務経験の統計

的な分布、投資及び財務的な専門用語に対する投資家の精通度合、投資家が理解すると推定さ

れる投資概念などをプロファイルすることにより、各企業がそれぞれ適切な利用者（Audience）
像を設定するよう促している。また、投資家の中で「もっとも洗練されていない投資家」（your 
least sophisticated investors）が理解できる情報をもっとも強く必要としていることを忘れ
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てはならないと述べている。したがって、A Plain English Handbook は必ずしも「洗練され

た投資家」を中心に捉えているものではない。ただし、A Plain English Handbook は、容易

に理解可能な文書とするために、複雑な情報を削除することを意図するものではないというこ

とも明記している。 
 

③洗練された投資家 
 

SEC は金融やビジネスに関する知識と経験を有し投資のメリットとリスクを判断する能力

のある投資家を洗練された投資家として識別している。また、これに関連して、SEC 企業財

務局 Director の Keith F. Higgings 氏は、2014 年 10 月 3 日に”Shaping Company Disclosure”
と題したスピーチを行い、投資家に対する考え方についてコメントを行っている。 

Higgings 氏は、1933 年証券法及び 1934 年証券所取引法を起源とする開示制度が、1977
年に施行された Regulation S-K を経て現在に至っていると述べた上で、開示の有効性イニシ

アティブにおいて、現行の開示制度の改革を検討課題として取り上げることを 2014 年 4 月の

スピーチで公表した経緯を振り返った。 
今回のスピーチでは、近年の個人投資家による証券の直接・間接保有割合の推移、1933 年

の開示制度開始当初から現在までの平均寿命の増伸や 401（k）制度の施行などによる環境の

変化、投資ファンド等の機関投資家による保有割合の著しい増加などの事象が紹介された。

Higgings 氏は、このような状況の変化から「投資家」像についても様々な見解が存在するよ

うになっており、新たな「投資家」像に即した開示制度の在り方を検討することが急務である

と訴えた。 
 

”Shaping Company Disclosure” Speech 
はじめに 
開示の起源 
開示の有効性イニシアティブ 
投資家 
企業 
原則主義アプローチ 
テクノロジー 
結び 
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