
 ３．企業情報開示等に係る制度と実務 

 ４．アーニングリリースに係る制度と実務 

 １．対話の構図と問題意識等 

 ２．法人形態別の企業数と株式所有構造 

 ６．株主総会プロセスに係る諸規定 

 ７．株主総会に係る実務・実情等 

 ５．四半期開示に係る制度と実務 



５．四半期開示に係る制度と実務 

 四半期決算短信と四半期報告書の開示日比較（安井委員提出資料より） 

（出所）安井委員提出資料より（経済産業省・企業情報開示検討分科会（第3回）・配布資料）。 68 



５．四半期開示に係る制度と実務 

 四半期決算短信の記載内容（安井委員提出資料より） 

（出所）安井委員提出資料より（経済産業省・企業情報開示検討分科会（第3回）・配布資料）。 69 



 ３．企業情報開示等に係る制度と実務 

 ４．アーニングリリースに係る制度と実務 

 １．対話の構図と問題意識等 

 ２．法人形態別の企業数と株式所有構造 

 ６．株主総会プロセスに係る諸規定 

 ７．株主総会に係る実務・実情等 

 ５．四半期開示に係る制度と実務 



６．株主総会プロセスに係る諸規定  

 株主総会の決議事項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」）。 

※1 （現行の会社法を前提） 

 ①計算書類（取締役会及び会計監査人を設置する会社） 
    下記のいずれも満たす場合、取締役会の承認を受けた計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を、株主総会に報告する（会社法第439項,会社

計算規則第135条)。 
     ・ 会計監査人の監査意見が無限定適正意見 
     ・ 会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと  等 
 ②連結計算書類 
     連結計算書類の内容、監査役及び会計監査人の監査の結果を株主総会に報告する（会社法444条第7項）。 
※2 （現行の会社法を前提） 

 ①以下の3つの要件を満たす会社は、剰余金の配当に関する事項（会社法第454条第1,4項）を取締役会が決定できる旨を、定款で定めることができる（会社法
第459条第1項） 

   ・会計監査人設置会社であること 
   ・取締役の任期が一年を超えないこと 
   ・監査役会設置会社または委員会設置会社であること 
 ②取締役会設置会社は、一事業年度の途中において一回、取締役会の決議によって剰余金の配当をすることができる旨を、定款で定めることができる（中間配

当、会社法第454条5項）。 

日本 米国 加国 

①年度決算の確定 
△※1 

× 
（取締役会が承認） 

× 
（取締役会が承認） 

(会社法第438条第2項) － － 

②剰余金の配当 
△※2 

× 
（取締役会が承認） 

× 
（取締役会が承認） 

(会社法第454条第1項) － － 

③取締役の選解任 

○ ○ ○ 

(会社法第329条第1項, 
           第339条第1項) 

（Delaware General Corporation 
Law §141(k),§216(3))) 
(Revised Model Business 
Corporation Act 
§7.28(a),§8.08(a)) 

（Canada Business corporation 
act106(3), 109(1)） 
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（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 

①年度決算の確定 

× 
（取締役会が承認） 

× 
（監査役会が承認） 

○ 

(Companies Act 2006  414(1)) (Stock Corporation Act §172) (COMMERCIAL CODE L225-100) 

②剰余金の配当 
△※1 ○ ○ 

－ (Stock Corporation Act §119(1)2) (COMMERCIAL CODE L232-12) 

③取締役の選解任 
△※2 × 

（監査役会にて選解任※3） 
○ 

(Companies Act 2006  168(1)) (Stock Corporation Act §84) (COMMERCIAL CODE L225-18) 

※1 Companies Act 2006には、配当決議機関に関する規定はなく、定款で機関を定める（モデル定款上は、株主総会が決議機関となっている）。 
※2 Companies Act 2006には、取締役選任機関に関する規定はなく、定款で機関を定める（モデル定款上は、株主総会と取締役が選任機関として記載さ

れている）。 
※3 監査役については、株主総会において選任・解任の権限がある（Stock Corporation Act101条、103条）。 

６．株主総会プロセスに係る諸規定  

 株主総会の決議事項② 
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（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」）。 

日本 米国 加国 

④定款変更 
○ △※ ○ 

(会社法第466条) ※ (Canada Business corporation act 
173,103(1)(2)) 

※ 米国において、会社の名称・目的、発行する株式の種類・総数等の基本的事項を定めた基本定款（Certificate of Incorporation)と、株主総会・取締役会に
関する事項等を定めた付属定款（Bylaws）の2層構造となっている。 Delaware General Corporation Lawでは附属定款の変更は、株主総会の決議、もしくは
基本定款で取締役会に権限を与えた場合には、取締役会の決議にて行われる。ただし、基本定款で取締役会に権限を与えた場合でも、株主総会は附属定
款を変更する権限を有する（Delaware General Corporation Law §109(a)）。 

  また、Revised Model Business Corporation Actでも附属定款の変更は、株主総会の決議もしくは取締役会の決議にて行われる。ただし、基本定款で変更
権限を株主に留保する場合、または附属定款において変更権限を株主に制限した場合、取締役会の変更権限は制限される（Revised Model Business 
Corporation Act §10.20）。 

英国 独国 仏国 

④定款変更 
○ ○ ○ 

(Companies Act 2006  21(1)) (Stock  Corporation Act 
§119(1)5,§179) 

(COMMERCIAL CODE L225-96) 
 

６．株主総会プロセスに係る諸規定  

 株主総会の決議事項③ 
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(1) 会社法における取締役会設置会社の株主総会権限 
 
 
 「前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、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、決議をすることができる。」（会社295Ⅱ） 

 
  → 昭和25年商法改正により規定された事項 
    （それ以前は、現在の非取締役会設置会社と同様、株主

総会はすべての会社意思決定事項について決議できる
とされていた（会社295Ⅰ参照）） 

６．株主総会プロセスに係る諸規定  

 （参考２） 株主総会の権限事項について（松井委員提出資料より） 

（出所）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）。 74 



(2) 昭和25年商法改正における株主総会制度の考え方 
 

 ① 本来、株主総会は会社の所有者的地位にあり、会社事項の全てについて
決定する権限を有している 

 ② 商法が株主総会の権限に限定を加えたのは、株主ないし株主総会の能
力に限界があることを認識し、その権限の一部を取締役に委譲したものと
法律上みなしたことによるものである 

 ③ 株主において特に必要があるのであれば、定款により、いつでも、いかな
る事項でも株主総会で決められるものとすればよく、それは本来の権限が
回復したに過ぎない 

６．株主総会プロセスに係る諸規定  

 （参考２） 株主総会の権限事項について（松井委員提出資料より） 

 「 総会を以て従来のように最高万能の機関としてみても、一般の株主には実際上会社経営に関する知識
も熱意もないから、みずから議決権を行使する者は稀れであって、そのため法律上の民主的機構も実際上
は単なる形式に堕していた。……そのうえ、経済の発展に伴い会社の業務についても、複雑な事情を考慮し

つつ迅速に事を処理する必要が増大するが、総会にはかかる機能を営む専門的知識も機動性もかけてい
るから、かかる決定を総会の権限に留保しても、無益であるばかりか、さらに株主全体の利益からみて有
害とさえいいえよう。そしてこの理をおせば、取締役が業務執行を妥当になしているか否かの判定も、やは
り総会の能力外の問題であって、むしろ取締役を任期中は信頼し、できるだけ自由な経営に委ねる方が株
主全体のため賢明である。」 （鈴木竹雄＝石井照久『改正株式会社法解説』106頁） 

（出所）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）。 75 



(3) 株主総会権限と取締役会権限との関係 
 → 定款による株主総会権限の留保に対する説明 

６．株主総会プロセスに係る諸規定  

 （参考２） 株主総会の権限事項について（松井委員提出資料より） 

 「 新法が企業の所有と経営を一そう分離し、取締役の業務執行権を確
立したことは、株主が自己の能力と意欲とを正当に認識して、本来有
する権限を自己の利益のため進んで取締役に委譲したものであって、
近代的企業の在り方に対応する合理的体制ということができる。従っ
てこのことは、株主が、もし欲すれば、定款の規定を以てかかる事項
を総会の権限に留保することを別段禁止するものではないのであ
る。」（鈴木＝石井・前掲106～107頁） 

 → 株主総会の権限事項と取締役会ないし取締役の権限事項とは表裏の関

係であり、株主総会の権限のあり方について考えるということは、取締役
会ないし取締役の権限のあり方を考えるということと等しい 

 
 → わが国の取締役会及び代表取締役の権限は、株主総会から権限の委譲

を受けたものとして理解され、その根拠条文として会社法295条2項は位置
づけられることがわかる（比較法的にみて特徴的） 

（出所）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）。 76 



(3) 株主総会権限と取締役会権限との関係 
 

 【アメリカ合衆国の各州会社法の場合】 
 → 一般的に、会社の事業上の意思決定事項について、一次的な権限を有している

のは取締役（会）である（わが国のような株主総会の権限の範囲を示す規定を有
していないが、設立定款や株主の決定により制約する余地は認められる） 

 → 取締役（会）の会社意思決定にかかる権限は、会社法上認められた固有の権限

であって、株主総会が本来的に有する権限が取締役（会）に委譲されたという理解
はされていない（19世紀末から20世紀前半にかけて、株式会社の規模が巨大化

する中で、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方
が一般的になっていった） 

６．株主総会プロセスに係る諸規定  

 （参考２） 株主総会の権限事項について（松井委員提出資料より） 

 【Delaware General Corporation Law § 141 (a)】 
   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。 
   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. 

（出所）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）。 77 



(3) 株主総会権限と取締役会権限との関係 
 
 【ドイツ1965年株式法の場合】 
 → ドイツの場合も、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

とされ（株式法76Ⅰ）、株主から独立した固有の業務執行権限を有している 

 → 株主総会は法律およ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（株式法119Ⅰ）、業務執行事項に関しては取締役がとくに判断を求め
た事項についてしか決定できない（同条Ⅱ） 

 → 株主が会社の経営事項に対して介入することに対しては極めて抑制的かつ懐疑
的であり、これもドイツの株式会社が19世紀末から20世紀前半にかけて巨大化す
る中で生まれた考え方である（1937年株式法で採用） 

６．株主総会プロセスに係る諸規定  

 （参考２） 株主総会の権限事項について（松井委員提出資料より） 

 【Aktiengesetz § 76Ⅰ】 
   取締役は、自己の責任において会社を管理する。 
   Der Vorstand hat unter eigener Verantwortung die Gesellschaft zu leiten. 
 【Aktiengesetz § 119Ⅱ】 
   株主総会は、業務執行に関する問題に関し、取締役がこれを求めた場合に限り決議をするこ

とができる。 
   Über Fragen der Geschäftsführung kann die Hauptversammlung nur entscheiden, wenn der 

Vorstand es verlangt. 
（出所）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）。 78 



日本 米国 加国 

事業年度の終了後、一定の時期 前回の株主総会の後、13ヶ月以内 前回の株主総会の後、15ヶ月以内
かつ決算日から6ヶ月以内 

（会社法第296条第1項） （Delaware General Corporation Law 
 §211(c)） 

（Canada Business corporation act  
 133(1)(b)） 

英国 仏国 独国 

決算日から6ヶ月以内 決算日から6ヶ月以内 決算日から8ヶ月以内 

（Companies Act 2006 336(1)） （Commercial Code L225-100） （Stock Corporation Act §175(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．株主総会プロセスに係る諸規定  

 株主総会の開催日に係る規定 
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６．株主総会プロセスに係る諸規定  

 議決権行使の基準日等に係る規定 

日本 米国 加国 
株主総会の開催日前 

3ヶ月以内で 
企業が設定した日 

株主総会の開催日前 
10日以上60日以内で 

企業が設定した日 

株主総会の開催日前 
21日以上60日以内で 

企業が設定した日 

（会社法第124条第1項） （Delaware General Corporation Law 
§213(a)） 

（Canada Business corporation act  
134(1)(d)、Canada Business 

Corporations Regulations, 2001  
43(2)） 

英国 仏国※１ 独国※２ 

株主総会の開催日から 
48時間以内 株主総会の開催日の3営業日前 

＜無記名株式＞ 
株主総会の開催日の21日前 

＜記名株式＞ 
株主総会の開催日の6日前※３ 

（The Uncertificated Securities 
Regulations 2001 41(1)） （Commercial Code R225-85） （Stock Corporation Act §123(2)(3)） 

（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」）。 

※１ 株主総会に参加するためには、株主総会開催日の3営業日前までに会社に対して登録が必要な模様。 
※２ 株主総会に参加するためには、株主総会開催日の6日前（株主総会日を含まない。定款により縮減可能）までに会社に対して登録が必要な模様。 
※３ 記名株式の株主については明文はないが、実務上、6日前（株主総会日を含まない。定款により縮減可能）までの株主に限定している模様。 
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６．株主総会プロセスに係る諸規定  

 招集通知（本体）に係る規定 ①記載事項-ⅰ 

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」）。 81 



（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 

 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。 

６．株主総会プロセスに係る諸規定  

 招集通知（本体）に係る規定 ①記載事項-ⅱ 
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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」）。 

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。 

６．株主総会プロセスに係る諸規定  

 招集通知（本体）に係る規定 ②送付・提供方法 
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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」）。 

６．株主総会プロセスに係る諸規定  

 招集通知（本体）に係る規定 ③送付・提供のタイミング 
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６．株主総会プロセスに係る諸規定  

 株主総会において株主に供する資料(参考情報)  ①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) 

※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。 
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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) 

※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。 

６．株主総会プロセスに係る諸規定  

 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 
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６．株主総会プロセスに係る諸規定  

 株主総会において株主に供する資料(参考情報) ③送付・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」）。 

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。 
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６．株主総会プロセスに係る諸規定  

 （参考３） P79～87までの規定のまとめ（イメージ図） 

【仏国】 

【独国】 

【日本】 

株主総会 

３ヶ月以内 

【英国】 

3営業日前※３ 

（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」）。 

【米国】 
10日以上60日以内 

【加国】 
21日以上60日以内 

6日前※１、２ 

（記名） 

20営業日 

基準日 

21日前※１ 

（無記名） 

※３ 株主総会に参加するためには、株主総会開催日の3営業日前までに会社に対
して登録が必要な模様。 

※１ 株主総会に参加するためには、株主総会開催日の6日前（株主総会日を含ま
ない。定款により縮減可能）までに会社に対して登録が必要な模様。なお、無記
名株式の株主は、21日前の時点で株主であればよい模様。 

※２ 記名株式の株主については明文はないが、実務上、6日前（株主総会日を含
まない。定款により縮減可能）までの株主に限定している模様。 

招集通知 
送付期限 

招集通知 
送付期限 

公告期限 

公告期限 

基準日 

基準日 

基準日 
（2日以内） 

（10日以上60日以内のタイミングで送付） 

（21日以上60日以内のタイミングで送付） 

2週間 

30日 

35日 
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（出所）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」）。 

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。 

６．株主総会プロセスに係る諸規定  

 （参考４） 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  
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６．株主総会プロセスに係る諸規定  

 （参考５） 米国における「Notice Only Option」の事例① 

New Jersey Resources 社 
（NYSE上場、天然ガス水道） 
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６．株主総会プロセスに係る諸規定  

 （参考５） 米国における「Notice Only Option」の事例② 
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６．株主総会プロセスに係る諸規定  

 （参考５） 米国における「Notice Only Option」の事例③ 



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）。 

６．株主総会プロセスに係る諸規定  

 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 - - - 

（出所）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 

６．株主総会プロセスに係る諸規定  

 株主提案権の行使要件② 
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 ３．企業情報開示等に係る制度と実務 

 ４．アーニングリリースに係る制度と実務 

 １．対話の構図と問題意識等 

 ２．法人形態別の企業数と株式所有構造 

 ６．株主総会プロセスに係る諸規定 

 ７．株主総会に係る実務・実情等 

 ５．四半期開示に係る制度と実務 



（出所）金融庁「コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議 第3回 資料３ 関連するデータ等」 

開催日 
6/22 6/23 6/24 6/25 6/26 6/27 6/28 6/29 6/30 

合計 
日 月 火 水 木 金 土 日 月 

社数 4 33 251 294 424 918 6 1 5 2,358 

比率 0.2% 1.4% 10.6% 12.5% 18.0% 38.9% 0.3% 0.0% 0.2% 100.0% 

（注）２０１４年３月末日決算の東証の全上場会社を対象。 
   東証データに基づき作成。 

開催日 
5/30 6/11 6/12 6/13 6/14 6/15 6/16 6/17 6/18 6/19 6/20 6/21 

金 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 

社数 2 2 12 21 4 2 2 29 50 72 203 23 

比率 0.1% 0.1% 0.5% 0.9% 0.2% 0.1% 0.1% 1.2% 2.1% 3.1% 8.6% 1.0% 

【株主総会の開催日の状況】 

７．株主総会に係る実務・実態等  

 定時株主総会の開催状況 ①総会開催日 
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（出所）永池委員提出資料「全株懇調査について」（経済産業省・株主総会のあり方検討分科会（第3回）・配布資料）。 

【所要時間（休憩時間含む）】 

【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）】 

97 

７．株主総会に係る実務・実態等  

 定時株主総会の開催状況 ②所要時間・出席株主数（永池委員提出資料より） 



（出所）永池委員提出資料「全株懇調査について」（経済産業省・株主総会のあり方検討分科会（第3回）・配布資料）。 

【質問の有無】 

【質問者数】 
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７．株主総会に係る実務・実態等  

 定時株主総会の開催状況 ③質問の状況（永池委員提出資料より） 



（出所）永池委員提出資料「全株懇調査について」（経済産業省・株主総会のあり方検討分科会（第3回）・配布資料）。 

14日 15～17日 18～20日 21日～ 28日～ 

（15.2%） （35.8%） （20.9%） （27.7%） （0.3%） 

15％ 
51％ 

72％ 

（26年） 

【招集通知の発送日】 
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７．株主総会に係る実務・実態等  

 定時株主総会の開催状況 ④招集通知-ⅰ（永池委員提出資料より） 



（出所）永池委員提出資料「全株懇調査について」（経済産業省・株主総会のあり方検討分科会（第3回）・配布資料）。 

【招集通知の自社ホームページへの掲載の有無及び掲載書類】 

【招集通知の自社ホームページへの掲載時期】 
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７．株主総会に係る実務・実態等  

 定時株主総会の開催状況 ④招集通知-ⅱ（永池委員提出資料より） 



（出所）永池委員提出資料「全株懇調査について」（経済産業省・株主総会のあり方検討分科会（第3回）・配布資料）。 

【株主総会の電子化の状況】 

【インターネット開示の実施書類】 
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７．株主総会に係る実務・実態等  

 定時株主総会の開催状況 ⑤電子化の状況（永池委員提出資料より） 



（出所）永池委員提出資料「全株懇調査について」（経済産業省・株主総会のあり方検討分科会（第3回）・配布資料）。 

【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】 
 （事前に申し出がなかった場合も基本方針で回答、下段は【実際に実質株主から事前に申し出があったか】） 
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７．株主総会に係る実務・実態等  

 定時株主総会の開催状況 ⑥実質株主関係（永池委員提出資料より） 



（出所）永池委員提出資料「全株懇調査について」（経済産業省・株主総会のあり方検討分科会（第3回）・配布資料）。 103 

【株主提案権】（複数回答） 

【行使件数】 

７．株主総会に係る実務・実態等  

 定時株主総会の開催状況 ⑦株主提案権関係-ⅰ（永池委員提出資料より） 



７．株主総会に係る実務・実態等  

 定時株主総会の開催状況 ⑦株主提案権関係-ⅱ（永池委員提出資料より） 

（出所）永池委員提出資料「全株懇調査について」（経済産業省・株主総会のあり方検討分科会（第3回）・配布資料）。 104 

【１件当たりの提案議案数】（複数回答） 

【総会に付議された株主提案議案の内容】（複数回答） 

【株主提案権を行使した株主の属性】（複数回答） 



(1) 昭和56年商法改正における株主総会制度の考え方 
 

４．株主総会に係る実務・実態  

 （参考５） 株主提案権について（松井委員提出資料より） 

 「 株主総会は、株式会社制度を本質的に変革しない限り、株式会社の最高機関と
して会社の経営についてのコントロールの重要な一翼を担うべきものとして取り扱
うべきである。特に大規模株式会社においては、所有と経営の分離が進展し、株
主はおもに株価の動きにのみ興味を示し、総会を通じて会社経営のコントロール
に参画するという意欲を欠くようになっていることは否定できない。（中略） 

   しかし、それにもかかわらず、株式会社について、その支配者として株主総会に
代わる効果的な法制度はいまだ見出されていない。また、総会は、社会とのつな
がりにおいて「開かれた株式会社」たるイメージの一つのシンボルであることも否
定できない。」（稲葉威雄『改正会社法』126頁） 

 → とりわけ株主総会の運営の側面との関係でみた場合、そのあり方を改善するこ
とで、わが国の株式会社を「開かれた」ものにしようとの意欲がみられる 

 → 総会屋の排除及び会議体機能の正常化により、株主の意思が会社の意思決定
に適切に反映するようにする、という方向性 

 → 利益供与規定の創設、議長権限の明定、取締役等の説明義務の明定、株主提
案権制度の創設、そして書面投票制度の創設等の改正につながる 

（出所）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）。 105 



(2) 株主提案権についての考え方と運用 
 
 → 持株要件によりある程度の濫用は防げるとの考え方、そして会社とし

ては株主の意見表明に対して真摯に対応すべきだとの当時の考え方 

 「制度上株主が自らの意思を総会に訴えることができる権利を保障することによ
り、その疎外感を払拭し、経営者と株主あるいは株主相互間のコミュニケーショ
ンをよくして、開かれた株式会社を実現しようとする」というのが株主提案権制度
の趣旨であり、「経営者としては噴飯もの」の提案があっても真摯に対応すること
が望ましい（稲葉・前掲131頁） 

４．株主総会に係る実務・実態  

 （参考５） 株主提案権について（松井委員提出資料より） 

（出所）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）。 106 



４．株主総会に係る実務・実態  

 （参考５） 株主提案権について（松井委員提出資料より） 

(3) 株主提案権についての考え方と運用 
 
 → 株主提案権制度の導入後の利用例 
 
  ① 社会運動の一環として利用される例 
     制度の導入当初より、電力会社において頻繁に見られるもので、定款変

更の株主提案を行って原子力発電所批判や環境保護の主張を会社定款に
記載させ、経営者を拘束しようとするもの 

 
  ② 経営陣と対立する大株主により利用される例 
     制度の導入当初より存在するが、とりわけ平成10年代によく見られたもの

で、現経営陣との間で支配権争奪を行う大株主が取締役の選解任議案を提
案したり、会社に蓄積された遊休資金の還元を目的とする大株主が会社提
案よりも高額の剰余金配当議案を提出するといったもの 

（出所）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）。 107 



４．株主総会に係る実務・実態  

 （参考５） 株主提案権について（松井委員提出資料より） 

(3) 株主提案権についての考え方と運用 
 
 → この5年ほどみられる濫用的事例 
  ＝ 内容において荒唐無稽な提案や大量の提案を行う例。いずれも定款変更

にかかる提案が多く含まれている 
 
 → 持株要件以外に形式面、内容面での歯止めを有していないことから、濫用的

な株主提案権の行使がなされた場合でも一般条項（権利濫用。民1Ⅲ）による
対応しかできない 

（出所）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）。 108 
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