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１ 株主総会の議決権の基準日・株主総会開催日程について 
(1) 法解釈の整理 

・現行の会社法上、決算期から 3 ヶ月以内に定時株主総会を開催しなければならないとい

う規制はない。 
・現在の実務において、決算期から 3 ヶ月以内（決算期が 3 月末日の場合、6 月中）に定時

株主総会を開催しているのは、定時株主総会の議決権の基準日を決算期としているためで

あるが（基準日の効力は 3 ヶ月を超えることができない。会社法 125 条）、定時株主総会の

議決権の基準日を決算期としなければならないという規制もない。したがって、決算期以

後の日を定時株主総会の議決権の基準日として、決算期から 3 ヶ月経過後に定時株主総会

を開催することも可能である。 
 
＜参考＞ 
「利益の配当は必ず決算期現在の株主に対してしなければならないのではなく、また、定

時総会の議決権を行使することができる者は決算期現在の株主でなければならないもので

はないから、決算期から定時総会までの期間は 3 ヶ月以内とする必要はない。」（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]） 
 
（若干の問題） 
・かつては、証券取引法（現・金融商品取引法）上の規制として、有価証券報告書（決算

期から 3 ヶ月以内の提出が必要）提出会社は、「定時株主総会に報告」または「その承認を

受けた」計算書類および事業報告の添付が要求されていたため、これとの関係で、定時株

主総会を決算期から 3 ヶ月以内に開催する必要があった（田中・後掲 p.484）。しかし、現

在では、内閣府令が改められ、「有価証券報告書を定時株主総会前に提出する場合には、定

時株主総会に報告しようとするもの[計算書類・事業報告]又はその承認を受けようとするも

の」を添付すれば足りることになった（企業内容等の開示に関する内閣府令 17 条 1 号ロ）。

したがって、現在では、金商法令も、定時株主総会の開催日程の制約ではなくなっている。 
・法人税法は、内国法人に対して決算期から 3 ヶ月以内に「確定した決算」に基づく申告

を義務づけている（74 条 1 項・75 条の 2）。しかし、上場会社は会計監査人設置会社であ

るところ、会計監査人設置会社は、定款の定めにより、会計監査人の無限定適正意見があ

ること等の一定の要件のもとに、取締役会の決議によって計算書類を確定することが可能

であるため（会社法 439 条・会社計算規則 163 条）、事実上は、法人税法の規制も定時株主



2 
 

総会の開催日程に対する制約にはならないと考えられる。 
・やや問題となるのは、会計監査人の無限定適正意見が得られないか、または監査役監査

報告において会計監査報告が相当でない旨の意見（個別意見を含む）が付されたため、取

締役会限りで計算書類の確定をすることができず、定時株主総会で計算書類の承認を受け

なければならなくなった場合である（会社計算規則 163 条参照）。この場合、法人税法 75
条の 2 第 1 項による「やむを得ない事情があると認められる場合」として、確定申告書の

提出期限の延長が認められるかが問題となる。取締役会限りで計算書類の確定ができなか

った理由が､たとえば意図的な粉飾等、取締役の善管注意義務違反に基づくものではなく、

取締役は適正な計算書類を作成したと過失なく信じていたが､会計監査人または監査役と

の意見の不一致によって適正意見が得られなかったという場合は、「やむを得ない事情」あ

りと認めることができるとも解される。 
 
(2) 現在の慣行の問題点 

(a) 決算期から総会日までの期間が 3 ヶ月しかない 

→決算と監査に要する期間を考えると、定時株主総会の招集通知から総会日前の期間（招

集期間）が 2～3 週間程度になる。議案の精査、検討に十分な時間をとることができない。 
 

(b) 基準日から総会日までの期間が 3 ヶ月もある 

→総会日においてすでに株主でない者が議決権を行使する一方、株主である者が議決権を

行使できないケースが増える。株主総会の意思決定が不適切なものとなるおそれ。 
 
＜参考＞ 
「議決権行使の期間が短く、株主総会の開催日が集中していることは、特に議決権行使に

「リスクベース」のアプローチをとる投資家に影響を与える。すなわち、議決権行使を予

定する数百の企業の株主総会のうち、投資家は、事業又はコーポレート・ガバナンスの面

から最もリスクの高い 40-50 社に注目する。問題を生じさせる可能性のある株主総会議案

があるケースにおいて、投資家は企業に明確化を求めるが、通常は十分な時間がない。そ

のため投資家は、議決権行使のアドバイザーにより依存することになる。」（日本の年次株

主総会に関する経済産業省の検討分科会に対するアジア・コーポレート・ガバナンス・ア

ソシエーション（ACGA）の回答＜第 4 回検討会配付資料＞）。 
 
「議決権行使の 3 ヶ月前までに株主登録をすることとなっているが、これは長すぎるため、

議決権を有する投資家層を適切に反映できない。この期間を短縮し、年次株主総会の最大 3 
週間前とすることを提案する。」（Response from Group of Global Investors to METI Study 
Group on Japanse AGMs＜第 4 回検討会資料＞） 
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(3) 改革の方向性 

 (a) 議決権を持つ株主に招集通知を行うこととするか（アメリカ型）、(b) 議決権を持つ株

主と招集通知をする株主を別とすることを認めるか（イギリス型）という選択肢がある 
 

(a) アメリカ型 

 3 月決算の会社の場合、たとえば、5 月末を議決権の基準日とし、7 月中に定時株主総会

を開催するものとする。 
→招集期間を 1 ヶ月以上とると同時に､基準日と総会日の間隔を 2 ヶ月以内とすることが可

能（早期 Web 開示をすれば、議案の精査期間は 2 ヶ月程度とることも可能） 
 

(b) イギリス型 

 3 月決算の会社の場合、たとえば、招集通知を発送する株主を確定するための基準日を 5
月末日とし、別途、総会日の直前（イギリスの場合、48 時間前）を議決権の基準日とする。 
→基準日株主と総会日の株主との乖離を最小限にできるメリットあり。 
 半面、①招集通知発送後、株主となった者が株主総会資料を入手し議決権を行使する仕

組みを整える必要がある、②株主の議決権数が確定する前に議決権行使をさせる結果、「票

の喪失（lost voting）」が起こることが指摘されている（Myners・後掲。ある株主が 110
個の議決権を行使したが、基準日時点の議決権は 100 個しかないという事態が起きる。特

に､他人のために株式を保有する株主であるため議決権が不統一行使されている場合は問

題がある）。なお、③招集通知を受けることが「株主としての権利の行使」といえるか疑問

がある場合（124 条 1 項）、招集通知のために基準日を設けることができることを明確にす

るための会社法改正が必要。 
 
２ 剰余金の配当の基準日・配当の支払時期について 

(1) 法解釈の整理 

 議決権の基準日と同様、定時株主総会で決議される（または定時株主総会に代わる取締

役会で決議される）剰余金の配当（以下、「定時の配当」という）の配当の基準日も、決算

期に揃える必要はない。 
  
(2) 現在の実務の問題点 

 総会日から 3 ヶ月も前の株主に定時の配当を与え、かつ、その株主に（他の総会議案と

ともに）配当議案について議決権を行使させている結果、「他人の財布から引き出すお金を

決めさせる」事態が生じている。 
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(3) 改革の方向性 

 (a) 定時の配当の基準日を議決権の基準日と揃えるか、(b) これを別とするか、という選

択肢がある。 
 

(a) 議決権の基準日と揃える場合 

・議決権の基準日を 5 月末日（１(3)(a)）あるいは総会日直前（１(3)(b)）とする場合、定時

の配当の基準日も 5 月末日または総会日直前とする。 
※配当の支払は、基準日株主の確定から 3ヶ月を要するという指摘について 

→現行の会社法のもとでは、定時株主総会（またはそれに代わる取締役会）で剰余金の配

当を決議したら直ちに配当を払わなければならないわけではなく､むしろ「配当の効力を生

ずる日」を決議によって定めることになっている（会社法 454 条 1 項 3 号）。5 月末日を議

決権および定時の配当の基準日とし、7月に定時株主総会を定時の配当を決議した場合でも、

その配当の効力の発生を 8月下旬まで遅らせることは可能。 

 

(b) 議決権の基準日と別にする場合 

・議決権の基準日は、5月末日または総会日直前とする一方、定時の配当の基準日は、定時

株主総会の終結後の日（たとえば、7月末日）とする。 

→実際にいくら配当が支払われるかわからないうちに、予測配当額に基づく「権利落ち」

価格で株式を売買する必要がなくなり、投資家にとっての不確実性が減少する。 
 他方、基準日が別々になるため、投資家が混乱するおそれもある（他国（米・英・独）

では実際に別々であり（田中・後掲）、どの程度混乱するのかは検討の必要があると思われ

るが）。 
※なお、この方法でも、配当の効力の発生は、将来の日とすることが可能（7 月末日を定時

の配当の基準日とし、10 月に配当の効力を発生させることが可能）。 
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