
参考資料① 
（株主総会関連規定等） 

資料３ 



③ 上記に照らし、現行の株主総会のあり方をど
のように評価するか。課題は何か。 

（再掲） 基本的な問い （案） 

・ 持続的な企業価値の創造に向けた企業と投資家との対話を促進する観点から、国際的
な状況も踏まえた上で、望ましい株主総会及び企業情報開示のあり方はどのようなもの
か。それを実現する上での課題や方策は何か。 

① 企業と投資家の対話を促進する観点から、
株主総会にどのような役割を期待するか。 

④ 企業と投資家の対話を促進する上で望まし
い株主総会のあり方を実現するための方策
や時間軸等をどのように考えるか。 

【問い】 

② 国際的な状況も踏まえ、望ましい株主総会
のあり方はどのようなものか。その実現に向
けて検討すべき課題・論点は何か。 

（１）株主総会のあり方 （２）企業情報開示のあり方 

① 企業と投資家の対話を促進する観点から、
各々の企業情報開示にどのような役割を期
待するか。 

③ 上記に照らし、現行の企業情報開示のあり
方をどのように評価するか。課題は何か。 

④ 企業と投資家の対話を促進する上で望まし
い企業情報開示のあり方を実現するための
方策や時間軸等をどのように考えるか。 

② 国際的な状況も踏まえ、望ましい企業情報
開示のあり方はどのようなものか。その実現
に向けて検討すべき課題・論点は何か。 
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（１）株主総会のあり方検討分科会 （２）企業情報開示検討分科会 

①我が国及び諸外国における現行制度の内容について 
 ⅰ 現行の株主総会プロセス（基準日、招集通知、総会開催日

等）に係る制度・規制の内容 
 ⅱ 諸外国（英米独仏等）の株主総会プロセスに係る制度・規制

の内容 

（再掲） 基本的な問い （案） 

 分科会における検討課題 （案） 

②我が国及び諸外国における実務・実態について 
 ⅰ 現行の株主総会プロセスの状況やその運用が定着している

背景 
 ⅱ 現行の実務運用の株主/投資家や企業からみたメリット・デメ

リット 
 ⅲ 諸外国（英米独仏等）における実務の状況等 

③望ましい姿について 
 ⅰ 株主総会に期待される/期待されるべき役割 
 ⅱ 株主/投資家や企業、双方にとって望ましい株主総会プロセ

スのあり方 
 ⅲ 望ましい株主総会プロセスのあり方の実現方法や実現に向

けた時間軸 

④実現に向けた課題等について 
 ⅰ 望ましい株主総会プロセスのあり方を実現していく上での課

題等 
 ⅱ 関連論点・課題とその解決策 

①我が国及び諸外国における現行制度の内容について 
 ⅰ 現行の年度開示（会社法、金商法、取引所規則）や四半期開

示（金商法、取引所規則）に係る制度の内容 
 ⅱ 諸外国（英米独仏等）の年度開示・四半期開示に係る制度の

内容 

②我が国及び諸外国における実務・実態について 
 ⅰ 年度/四半期開示情報の株主/投資家における利用状況や企

業の作成スケジュール・負担等 
 ⅱ 現行の年度/四半期開示の実務運用に係る株主/投資家や

企業からみたメリット・デメリット 
 ⅲ 諸外国（英米独仏等）における実務の状況等 

③望ましい姿について 
 ⅰ 会社法・金商法・取引所規則に期待される/期待されるべき役

割 
 ⅱ 株主/投資家や企業、双方にとって望ましい企業情報開示の

あり方（一体的な開示のあり方） 
 ⅲ 望ましい企業情報開示のあり方の実現方法や実現に向けた

時間軸 

④実現に向けた課題等について 
 ⅰ 望ましい企業情報開示のあり方を実現していく上での課題等 
 ⅱ 関連論点・課題とその解決策 
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１．株主総会プロセスに係る諸規定  
 （１） 株主総会招集通知（本体）の記載事項① 

日本 米国 加国 

  日時及び場所 
 株主総会の目的である事項があるとき

は、当該事項 
 株主総会に出席しない株主が書面に

よって議決権を行使することができるこ
ととするときは、その旨 

 株主総会に出席しない株主が電磁的方
法によって議決権を行使することができ
ることとするときは、その旨 

  その他、法務省令で定める事項 

  日時及び場所 
  株主や代理人自身が出席し、投票した

とみなされるような遠隔通信の方法 
 招集通知を受ける株主を決定するため

の基準日と相違する場合、議決権行使
のできる株主を決定するための基準日 

  日時及び場所 

（会社法第298条第1項,第299条第4項) 
(Delaware General Corporation Law 

§222(a)) 
(Canada Business corporation act 135) 

（出所）各国法令等に基づく、あずさ監査法人調べ（経済産業省委託調査「企業と投資家の対話及び企業情報開示のあり方に関する調査研究」）。 4 



１．株主総会プロセスに係る諸規定  
 （１） 株主総会招集通知（本体）の記載事項② 

（出所）各国法令等に基づく、あずさ監査法人調べ（経済産業省委託調査「企業と投資家の対話及び企業情報開示のあり方に関する調査研究」）。 5 

英国 独国 仏国 

 日時及び場所 
 総会において取り扱われる議事

の一般的な性質 
 

＜上場会社の場合＞上記に加えて、 
 株主総会に参加し、議決権行使

する方法 
 311Aに関する情報が掲載されて

いるウェブサイトのアドレス 
 電子通信等による投票手続 
 319Aによる質問権 等 

 会社名及び所在地 
 日時及び場所 
 議案  
 
＜上場会社の場合＞上記に加えて、 
 株主総会に参加し、議決権行使

する方法 
 124aに関する情報が掲載されて

いるウェブサイトのアドレス 
 代理人、郵送若しくは電子通信

による投票手続 
 その他株主総会に関連する株主

の権利に関する追加情報 

1回目※ 2回目 

 会社名及び所在地 
 会社の形態 
 資本の額 
 議案 
 会社の登録番号 
 日時及び場所 
 特別総会か通常総会か

の種別  等 
 
 株主総会に参加し、議

決権行使する方法 
 R225-73-1に関する情

報が掲載されているウェ
ブサイトのアドレス 

 株主が株主総会におい
て電子的な通信手段を
用いて投票することが可
能なウェブサイトのアド
レス及び必要に応じて質
問を送ることのできる電
子メールアドレス 等 

 会社名及び所在地 
 会社の形態 
 資本の額 
 議案 
 会社の登録番号 
 日時及び場所 
 特別総会か通常総会

かの種別  等 
 

(Companies Act 2006 311)  (Stock Corporation Act §121(3))  
(COMMERCIAL CODE 

R225-73) 
(COMMERCIAL CODE 

R225-66) 

※.規制市場において、株式が取引されることが認められている会社の場合。 



１．株主総会プロセスに係る諸規定  
 （２） 株主総会招集通知（本体）の送付方法 

日本 米国 加国 

書面 
電磁的方法※1 

書面 
電磁的方法※1 

書面 
電磁的方法※1 

（会社法第299条第2項,第3項) 
(Delaware General Corporation Law 
§222(a), 232) 

(Canada Business corporation act 135, 
252.1～) 

（出所）各国法令等に基づく、あずさ監査法人調べ（経済産業省委託調査「企業と投資家の対話及び企業情報開示のあり方に関する調査研究」）。 6 

英国 独国 仏国 

書面 
電磁的方法※2 
ウェブサイト※2 

公告 
       及び 
書面 
電磁的方法 

1回目※3 2回目 

公告 

公告 
       及び 
書面 
電磁的方法※4 

(Companies Act 2006 308, 309)  
(Stock Corporation Act 
§121(4),125(1),(2))  

(COMMERCIAL 
CODE 225-73) 

(COMMERCIAL 
CODE R225-

63,225-67,225-68) 

※2.電磁的方法もしくはウェブサイトでの提供に同意した株主に対して、当該方法で提供することができる。 
※3. 規制市場において、株式が取引されることが認められている会社の場合。 
※4.電磁的方法での提供に同意した株主に対して、当該方法で提供することができる。 

※1.電磁的方法での提供に同意した株主に対して、当該方法で提供することができる。 



１．株主総会プロセスに係る諸規定  
 （３） 株主総会招集通知（本体）の送付タイミング 

日本 米国 加国 

株主総会の開催日前 
2週間以上 

株主総会の開催日前 
10日以上60日以内 

株主総会の開催日前 
21日以上60日以内 

（会社法第299条第1項） 
（Delaware General Corporation Law 

§222(b)） 

（Canada Business corporation act  
135,Canada Business Corporations 

Regulations, 2001 44） 

英国 独国 仏国 

株主総会の開催日前21日以上 
（上場会社の場合、20営業日前） 

＜公告＞ 
株主総会の開催日前 

30日以上※1 

1回目※2 2回目 

株主総会の開催日
前 

35日以上 

株主総会の開催日
前 

15日以上 

（Companies Act 2006 307(2)(a)） 
（上段括弧書きは、The UK Corporate 

Governance Code E.2.4.） 
（Stock Corporation Act  §123(1)） 

（Commercial Code 
R225-73 ） 

（Commercial Code 
R225-69 ） 

※1.別途、一定の株主や金融機関・株主団体に対して招集通知を送付する取扱いとなっている模様。 
※2.規制市場において、株式が取引されることが認められている会社の場合。 

（出所）各国法令等に基づく、あずさ監査法人調べ（経済産業省委託調査「企業と投資家の対話及び企業情報開示のあり方に関する調査研究」）。 7 



１．株主総会プロセスに係る諸規定  
 （４） 株主総会のために株主に供する資料(参考情報)の種類 

日本 米国※1 加国※4 

  事業報告 
  計算書類 
  連結計算書類 

 
  株主総会参考書類 

  年次報告書(Annual report)※2 
 
  委任状説明書（様式14A） 

  財務諸表 
 
 委任状説明書(様式51-102F5)※3 

（会社法第301条,第302条,第437条第1項,
第444条第6項) 

(Code of Federal Regulations 240.14a-3) 
(Canada Business corporation act 
149,150,159, Canada Business 
Corporations Regulations, 2001 54,55)  

（出所）各国法令等に基づく、あずさ監査法人調べ（経済産業省委託調査「企業と投資家の対話及び企業情報開示のあり方に関する調査研究」）。 

英国 独国 仏国 

  取締役報告書 
  戦略報告書 
  取締役報酬報告書 
 財務諸表(Annual accounts and 

reports) 
 
 株主総会参考情報(information relating 

to a general meeting of the company ) 

  マネジメントレポート 
  財務諸表(Annual financial statements) 

 
 利益処分に関するマネジメントボードの

提案 
 

  マネジメントレポート 
  財務諸表 

 
 議案及び議案の説明文書（株主提案に

よる場合）、取締役の選任議案が含ま
れる場合、その者の氏名、経歴等 

  

(Companies Act 2006 311A, 423(1)) (Stock  Corporation Act §175(2))  
(COMMERCIAL CODE L225-100,  
R225-73-1, R225-81, R225-83) 
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※1.上場企業で、取締役の選任に関して、経営者側の勧誘が行われる場合 
※2. 1934年証券取引所法で要請され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。なお、1982年の1934年証券取引所法改正により、様式10-Kの第1部及び第2部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。 

※3.委任状の勧誘が行われる場合 
※4.証券取引法上、財務諸表以外にMD&A、information circular(様式51-102F5)及び役員報酬報告書(様式51-102F6）の作成が必要である。information 

circular及び役員報酬報告書は、委任状の勧誘が行われる場合、また財務諸表とinformation circularは株主から要求がある場合、送付される。 



１．株主総会プロセスに係る諸規定  
 （５） 株主総会のために株主に供する資料(参考情報)の提供方法 

日本 米国※3,4 加国 
書面 
電磁的方法※1 
ウェブサイト※2 

書面 
ウェブサイト(株主が要求する場合、書面又   
          は電磁的方法による送付) 

書面 
電磁的方法※5 
      

（会社法第301条,第302条 
会社法施行規則第94条,第133条 
会社計算規則第133条,第134条） 

(Code of Federal Regulations 240.14a-16) 
(Canada Business corporation act 

159,PartXX.1) 

（出所）各国法令等に基づく、あずさ監査法人調べ（経済産業省委託調査「企業と投資家の対話及び企業情報開示のあり方に関する調査研究」）。 

英国 独国 仏国 
書面 
電磁的方法※6 
ウェブサイト※6 

本社に備置(株主が要求する場合、書面 
         又は電磁的方法による送付) 
ウェブサイト※7 

ウェブサイト 
(株主が要求する場合、書面又は電磁的
方法による送付) 

(Companies Act 2006  423,1144(2), 
Schedule 5) 

(Stock  Corporation Act §175(2))  
(Commercial Code R225-73-1,  

R.225-88) 
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※1.招集通知を電磁的方法で受信することに同意した株主に対して、前頁に記載した資料を電磁的方法で送付することができる。 
※2.事業報告、計算書類、連結計算書類及び株主総会参考書類をウェブサイトで開示するには、その旨の定款規定が必要である。 
   なお、ウェブサイトで開示できる項目は、法令で決められている（例：計算書類の場合、個別注記表）。 
※3.上場企業で、取締役の選任に関して、経営者側の勧誘が行われる場合 
※4.委任状説明書等の提供方法（ Notice & Access）は、後述の関連ページをご参照ください。 
※5.電磁的方法での提供に同意した株主に対して、当該方法で提供することができる。 
    他方、証券取引法上、Notice & Access制度が採用されているが、会社法との適用関係は不明である。 

※6.電磁的方法もしくはウェブサイトでの提供に同意した株主に対して、当該方法で提供することができる。 
※7.ウェブサイトで提供する場合、備置及び株主が要求する場合に送付する義務はない。 



１．株主総会プロセスに係る諸規定  
 （６） 株主総会のために株主に供する資料(参考情報)の提供タイミング 

（出所）各国法令等に基づく、あずさ監査法人調べ（経済産業省委託調査「企業と投資家の対話及び企業情報開示のあり方に関する調査研究」）。 10 

日本 米国※1 加国 
株主総会の開催日の 

2週間以上前 
株主総会の開催日の 

40日以上前※2 
株主総会の開催日の 

21日以上前 

（会社法第299条第1項） (Code of Federal Regulations 240.14a-16) (Canada Business corporation act 159)  

英国※ 独国 仏国 
株主総会の開催日の 

21日以上前 
招集通知の発送日以降（に備置） 

株主総会の開催日の 
21 日以上前（に開示） 

(Companies Act 2006 424)  (Stock  Corporation Act §175(2)) (Commercial Code R225-73-1) 

※公開会社の場合 

※1.上場企業で、取締役の選任に関して、経営者側の勧誘が行われる場合 
※2.委任状説明書等の送付方法には、インターネットでの閲覧通知（notice of internet availability of proxy materials）のみを送付する方法(Notice only 

option)と、当該通知及び委任状説明書等一式を送付する方法(Full set delivery option)がある。表中は、 Notice only optionの場合。 



１．株主総会プロセスに係る諸規定  
 （参考１） 米国における株主に供する資料(参考情報)の提供方法の変遷 

（出所）各国法令等に基づく、あずさ監査法人調べ（経済産業省委託調査「企業と投資家の対話及び企業情報開示のあり方に関する調査研究」）。 11 

委任状説明書等（上場会社等の株主総会に提出される議案内容を説明する書類）の提供方法の変遷 
  
 1995年； SECによる解釈通達により、委任状説明書等を電子的に交付することが可能となる。 
          （但し、個々の株主による事前の同意が必要であったため、普及するまでには至らず。） 
 
 2005年； SECは、委任状説明書等をウェブサイトにおいて開示し、その旨を株主総会開催日前に株主   
        に通知することにより、個々の株主の同意を得ることは不要とする（Notice & Access）規則 
        改正案を採択。 

 
 2007年； SEC規則を改正し、2009年（一部の企業については2008年）より制度導入。 
 
 ※SECではNotice＆Accessを導入した理由として、環境の保護、資源の無駄遣いをなくすこと、企業のコストを削減する 

   ことを理由として挙げている。 

＊ Notice&Accessの制度の下、上場会社等は具体的に以下の2つの方法から選択する。  
 

  ① Notice Only Option； 

   株主総会の日時・場所等の記載と共に、委任状説明書にアクセス可能なウェブサイトのアドレスを
Noticeに記載し、株主総会が開催される40日前までに株主に送付する。 

   （株主が委任状説明書を書面または電子データで要求する場合、速やかに送付する）       
 

  ② Full Set Delivery Option；  

   株主総会の日時・場所等を記載したNoticeと共に、委任状説明書を添付して株主に送付する。 
   同時にウェブサイトにも委任状説明書をアップロードし、アクセス可能なウェブサイトのアドレスを

Noticeに記載する。 



１．株主総会プロセスに係る諸規定  
 （参考２） 米国における「Notice Only Option」の事例① 

12 

New Jersey Resources 社 
（NYSE上場、天然ガス水道） 
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１．株主総会プロセスに係る諸規定  
 （参考２） 米国における「Notice Only Option」の事例② 
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１．株主総会プロセスに係る諸規定  
 （参考２） 米国における「Notice Only Option」の事例③ 
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要件 日本 米国 

持株要件
(いずれか
充足必
要) 

①-1 保有株数要件 

総株主の議決権の1%以上   
  もしくは 
300個以上の議決権 
(定款で引下げること可) 

1%以上を保有 

①-2 保有金額要件 - 市場価格で2000ドル分以上を保有 

②保有期間 
6か月前から引き続き株式を保
有(定款で短縮可) 

提案時まで1年間以上継続保有が必要、かつ、提案時から株主総会までの継続保有
も必要 

③提案期限 
株主総会の8週間前までに提
案する必要(定款で短縮可) 

多くの場合、委任状勧誘書その他報告書の中で、提案の提出期限が定めれられて
いる 

④株主提案の制限 

・法令もしくは定款に違反する
場合 
・実質的に同一の議案につき
株主総会において総株主（当
該議案について議決権を行使
することができない株主を除
く。）の議決権の十分の一（こ
れを下回る割合を定款で定め
た場合にあっては、その割合）
以上の賛成を得られなかった
日から三年を経過していない
場合 

・個々の株主総会で1つまでの提案制限 
・株主提案が州法に照らして妥当でない
場合 
・株主提案が法律又は委任状規則に反す
る場合 
・株主提案と当該株主との間に特別な利
害関係（special interest）がある場合 
・株主提案が、直近事業年度末の会社の
総資産の5％未満、かつ直近事業年度の
会社の純利益及び総売上の5％未満であ
る事業に関するものであり、かつ他の面
でも会社の業務に重大な関連があるとは
いえない場合 
・会社に株主提案を実施する権限がない
場合 
・株主提案が会社の通常業務に関する問
題を扱っている場合 

・株主提案が会社の取締役会又はそ
れと類似する支配管理機関のメンバー
の指名又は選出に関するものである場
合や、上記指名又は選出の手続に関
するものである場合 
・株主提案が同じ株主総会に提出され
る会社提案と矛盾する場合 
・株主提案が実質的に見て既に実行済
みである場合 
・株主提案が他の提案者から既に提出
され当該株主総会の委任状勧誘資料
に盛り込まれる他の提案と、実質的に
重複する場合 
・株主提案が直近 5 暦年以内に会社
の委任状勧誘資料に盛り込まれた他
の提案と、実質的に同じ問題を扱うも
のである場合 
・株主提案が具体的な額の現金配当
又は株式配当に関するものである場合 

⑤その他 - 株主による提案は、付属資料も含めて500語以内である必要 

（出典）経済産業省委託調査「平成21年度M&A市場における公正なルール形成に関する調査」、武井一浩「株主提案権の重要性と適正行使」（商事法
務No.1973）、松井秀征「株主総会制度をめぐるいくつかの論点」（経済産業省・株主総会のあり方検討分科会（第2回）・配布資料）。 

１．株主総会プロセスに係る諸規定  
 （７） 株主提案権の行使要件① 
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要件 英国※2 独国 仏国 

持株要件
(いずれ
か充足必
要) 

①-1保有株数要件 総議決権の5%以上 - 

一人又は複数で株式の5%超を保有 
(会社の株式資本が75 万ユーロを超え
ている場合は、これよりも低い比率で
も行使可能) 

①-2 保有金額要件 
1 人平均100 ポンド相当以上の株
式を有する株主100 人以上 

合計して株主資本の少なくとも5％を保
有 
 もしくは 
500,000 ユーロに相当する金額の株式
を保有 

- 

②保有期間 - - - 

③提案期限 
株主総会の6週間前まで 
それ以降の場合は、招集通知が発
送されるまで 

- 
株主総会の25日前までに取締役会の
議長に送付される必要 

④株主提案の制限 
・他社の名誉を毀損する場合 
・法的根拠を欠くか嫌がらせ目的で
ある場合 

- 
・提案内容に制限はない 
・取締役会によって定められた当初の
議題と関連する必要もない 

⑤その他 - - - 

（出典）経済産業省委託調査「平成21年度M&A市場における公正なルール形成に関する調査」、武井一浩「株主提案権の重要性と適正行使」（商事法
務No.1973）、松井秀征「株主総会制度をめぐるいくつかの論点」（経済産業省・株主総会のあり方検討分科会（第2回）・配布資料）。 

※1.上記の表で「-」の箇所は、出典に記載はないが、要件が存在しない模様。 
※2.上場会社の場合 

１．株主総会プロセスに係る諸規定  
 （７） 株主提案権の行使要件② 

http://www.abysse.co.jp/world/flag/europe/germany.html
http://www.abysse.co.jp/world/flag/europe/united_kingdom.html


（出所）各国法令等に基づく、あずさ監査法人調べ（経済産業省委託調査「企業と投資家の対話及び企業情報開示のあり方に関する調査研究」）。 17 

(出典) 
米国： 2013年 FRB “Z.1Financial Accounts of the United States Second Quarter 2014” 
英国・仏国・独国： 2012年 EUROPEAN COMMISSION and FINANCIAL SERVICES USER GROUP “Final report: Who owns the 

European  economy?” 
日本：2014年 東京証券取引所 ”平成25年度株式分布状況調査” 

２．主要国における株式所有構造 

  日本  米国  英国  独国  仏国  

事業法人 21%   － 2% 38% 21% 

金融機関 17% 1% 1% 5% 4% 

年金・保険 7% 21% 10% 10% 4% 

投資信託 5% 25% 24% 8% 12% 

個人 19% 37% 11% 9% 11% 

外国 31% 15% 48% 28% 42% 

政府 0% 1% 3% 2% 6% 

合計 100% 100% 100% 100% 100% 
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