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１.概観 

 

・ 企業と投資家の対話は、継続的なプロセスであり、その検討に際しては、対話の言語・土

台としての情報開示、対話の機会としての株主総会プロセス、平時の対話（ＩＲ、リサーチ

活動等）といった要素が重要。 

・ 情報開示については、１）年度における情報開示、２）半期／四半期における情報開示に

大きく分けられる。それぞれの情報開示は、その内容、タイミング、監査保証といった論点

がある。 

・ これらの点について、各国（日本、アメリカ、カナダ、イギリス、ドイツ、フランス）に

おける制度開示（法律に基づく開示、取引所規則に基づく開示）と実務の現状について概観

する。 

・ 同様に、株主総会プロセスについても、その要素として、①開催日、②出席者、③当日（及

び当日に向けた諸準備）の状況、④当日の決議に向けた情報提供（招集通知及びその添付資

料）、⑤決議に向けた事前の活動等（当日までの諸プロセス）といった点が存在する。 

・ これらの点を切り口として、各国（日本、アメリカ、カナダ、イギリス、ドイツ、フラン

ス）における会社法制と総会実務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には、●●●と年度情報開示があるが、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 

 
(a)制度概要 

 
我が国の年度情報開示には、会社法による事業報告及び計算書類の株主への開示、金

融商品取引法による有価証券報告書の開示、及び証券取引所の上場規程による決算短信

の開示がある。 

 

ⅰ)会社法 

 

イ)主な開示内容 

会社法による作成書類の概要は、以下のとおりである。 
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 事業報告及び計算書類 連結計算書類 

条文 会社法 435条 2項 会社法 444条 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 

・ 附属明細書 

・ 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、上場会社の事業報告の内容は、以下のような事項となる。 

・ 株式会社の現況に関する事項 

・ 株式会社の会社役員に関する事項 

・ 株式会社の株式に関する事項 

・ 株式会社の新株予約権等に関する事項 

・ 会計監査人に関する事項 

・ 業務の適正を確保するための体制 

・ 株式会社の支配に関する基本方針に関する事項 

・ 株式会社の状況に関する重要な事項 

 

ロ)開示タイミング 

公開会社（株式の譲渡制限の規定のない会社）における株主総会招集通知（事業報告

及び計算書類等を添付）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）。 

 

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づけられている

（金融商品取引法第 24条）。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（金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム）

を通して公衆縦覧される。 
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イ)主な開示内容 

第１．【企業の概況】 

1.【主要な経営指標等の推移】、2.【沿革】、3.【事業の内容】、 

4.【関係会社の状況】、5.【従業員の状況】 

第２．【事業の状況】 

1.【業績等の概要】、2.【生産、受注及び販売の状況】、3.【対処すべき課題】、

4.【事業等のリスク】、5.【経営上の重要な契約等】、6.【研究開発活動】、 

7.【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．【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、除去等の

計画】 

第４．【提出会社の状況】 

1.【株式等の状況】、2.【自己株式の取得等の状況】、3.【配当政策】、 

4.【株価の推移】、5.【役員の状況】、6.【コーポレートガバナンスの状況等】 

第５．【経理の状況】 

1.【連結財務諸表等】 

 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】 

 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） 

 
注記事項 

2.【財務諸表等】 

 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】（有形固定資産明細表、引当金明細表） 

 
注記事項 

 

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。 

 

ⅲ)有価証券上場規程（東京証券取引所） 

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）。 
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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、東京証券取引所は積極的な開示に取り組むよう、

上場会社に要請しています（決算短信・四半期決算短信の作成要領等）。 

 

イ)主な開示内容 

・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）。 

 

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）。 

 

 
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・ 
 

○ 

(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 ○ 
 



 

未定稿・検討中 

7 
 

(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．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 ○ 
 

(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、セグメント情報等（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 

 
○ 

５．個別財務諸表 
 

○ 

６．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）。 

 

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）。 
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(b)実務（開示タイミング）1 

 
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

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 64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 43日）に行われており、半数程度の企業（平均 42.5％）が、決算短信の公表以前

に監査報告書を入手している。 

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 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 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 報告書及びサステナビリティ

ー報告書などを各社の任意で開示している。 

 

②アメリカ・カナダの制度概要と実務 

(a)制度概要 

 

＜アメリカ＞ 

内国公開企業は、ⅰ)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（アメリカ証券取引委員会）に提出しなけれ

ばならない。また株主向けの年次報告書も作成する必要がある。 

加えて、ⅱ)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企業の 50%以上が準拠して設立しているとされる2デ

ラウェア州の会社法（Delaware General Corporation Law）では、財務会計制度に基づ

く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。内国公開企業は、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

                                                   
1 参照：参考資料集 P16 日本における制度と実務 

2 State of Delaware HP:About Agency（http://www.corp.delaware.gov/aboutagency.shtml） 

 

http://www.corp.delaware.gov/aboutagency.shtml
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示項目を、Form 10-Kで 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。なお、1982年の 1934年証券

取引所法改正により、Form 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。 

 

イ)主な開示内容 

・SECレギュレーションS-X（財務情報） 

US GAAP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、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、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。 

 

・SECレギュレーションS-K（非財務情報） 

 

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配当、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 

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  
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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。 

 

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とは、事業年度末において、以下の要件を満たす会社であ

る。 

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か月以上、証券取引所法13条(a)又は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13条(a)又は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．早期提出会社とは、事業年度末において、以下の要件を満たす会社である。 

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か月以上、証券取引所法13条(a)又は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13条(a)又は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 

 

ⅱ)取引所規則（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」
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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＞ 

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。）3 

 

イ)主な開示内容 

原則として財務諸表及び会計監査人の監査報告書（該当がある場合）が、年次株主総

会に提出される（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)）。 

 

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。 

 

イ)主な開示内容 

・年次財務諸表（Annual Financial Statements） 

                                                   
3 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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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 運営に関する議論 

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 

 

・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 
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Item 9  条件付証券及び譲渡制限契約付株式 

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の分析（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（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.）。 

 

(b)実務（開示タイミング）4 

 
＜アメリカ＞ 

内国公開企業は、決算日後 1～2ヶ月程度（大・中規模：33日、34日、小規模：53日）

で、取引所規則に従い、年次業績等を開示している。 

とりわけ、Bank of America Corporation/銀行業（決算日後 15日）、Pfizer/医薬品（決

算日後 28 日）、及び Boeing Company/輸送用機器（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：

52 日、中規模 57 日、小規模：60 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：37 日、中規模：56 日、小規模：74

                                                   
4 参照：参考資料集 P18～22 米国における制度と実務、及び参考資料集 P26～P30加国における

制度と実務 
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日）で、取引所規則に従い、年次業績等を開示している。 

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日、中規模：79日、

小規模：87日）で証券当局に提出される。 

 

③欧州の制度概要と実務 

 
(a)制度概要 

 
＜EU＞ 

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 EU 指令は、以下のとおりである。 

・会計指令（4号（単体）、7号（連結））：全ての会社 

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。  

 

イ)主な開示内容 

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）には以下の開示が求められ

る。 

 

・年次（連結） 財務諸表（最低限、貸借対照損益計算書 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ならびに主要

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 

 

－ 発行体の将来の発展 

－ 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（各主要

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について 

 
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、「責任者（経営者）に
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よる宣誓書」の開示が求められている。 

 

ロ)開示タイミング 

会計指令では、事業年度の終了後 6 ヶ月以内での公表が規定されているものの、透明

性指令では、事業年度の終了後 4 ヶ月以内での公表が要請されている（透明性指令４条

１項）。 

 

＜イギリス＞ 

イギリスでは、EUの会計指令は会社法に、透明性指令の内容は FSA （Financial Services 

Authority 金融サービス機構（注：2013 年 4 月 1 日より FCA（Financial Conduct Authority

金融行為規制機構）に引継）の開示透明性規則や上場規則に反映されている。 

 

イ)主な開示内容（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 

・戦略報告書 

・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） 

・取締役報酬報告書 

証取法 

－FSA 開示透明性

規則 

－FSA上場規則 

取引所規則 

 

・経営者による宣誓書   

（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もしくは放棄することに合意 

した会社もしくは子会社からの報酬に係る取り決

めの詳細等 

  

 

（データ：参考資料集 P 32企業情報開示等に係る制度と実務 イギリスにおける制度と実務） 

 

ロ)開示タイミング 

上場会社等は、上記の開示書類を株主総会に提出しなければならず（会社法 437 条 1

項）、遅くとも当該計算書類及び取締役報告書等の登記官への届出期間の末日（公開会社

の場合、事業年度末から 6ヵ月以内）までに、これを行わなければならない（会社法 437

条 2 項）。なお、FCA ハンドブックの上場規則（LR）において、上場企業が「年次業績書

の予備報告書（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（Listing 

Rule 9.7A.1R）。 
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(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、

当該年度の年次財務報告書で適用された発表の仕方と一致している 

 (4) 年次計算書類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 

 

＜ドイツ＞ 

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（AktG）に反映されている。 

 

イ)主な開示内容（各開示規制との関係） 

 

会社法（商法（HGB） 

 ・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） 

証取法 

－有価証券取引

法 

－株式法 

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、 

・四半期報告書（財務諸表服務） 

  

 

（データ：参考資料集 P 42企業情報開示等に係る制度と実務 ドイツにおける制度と実務） 

 

ロ)開示タイミング 

商法上（HGB）、中規模会社及び大規模会社は、年次財務書類を期末日から 3 ヵ月以内

に作成し、12 ヵ月以内（上場企業については 4 ヵ月以内）に外部監査人による監査を受

け開示しなければならない。 

なお、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とされる（WpHG 15条）。 

 

＜フランス＞ 

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
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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)主な開示内容（各開示規制との関係） 

 

会社法（Commercial code）  

 ・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） 

 （・監査報告書） 

証取法 

－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） 

 

 

（データ：参考資料集 P 49企業情報開示等に係る制度と実務 フランスにおける制度と実務） 

 

ロ)開示タイミング 

上場会社等は、上記の開示書類を株主総会に提出しなければならず（会社法 437 条 1

項）、遅くとも当該計算書類及び取締役報告書等の登記官への届出期間の末日（公開会社

の場合、事業年度末から 6ヵ月以内）までに、これを行わなければならない（会社法 437

条 2項）。 

なお、全ての企業は、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（Code de Commerce Article 223-2）。 

 

(b)実務 

 
欧州企業の一部には、日本やアメリカ企業と同様、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）を行うケースも見られるものの、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（イギリ

ス：UNILEVER /食料品、GLAXOSMITHKLINE/化学、RENISHAW PLC/精密機器、ドイツ：DEUTSCHE 

BANK AG/銀行業、DAIMLER AG/輸送用機器、フランス：LVMH/小売業、SANOFI/医薬品 な

ど）。また規模の大小を問わず、ドイツ企業を中心として、監査報告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。 
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（データ：参考資料集 P31‐57  イギリス・ドイツ・フランスにおける制度と実務） 

 

④年度情報開示に係る制度概要と実務のまとめ 

 
法律に基づく年度開示について、日本では、会社法、金商法により年度開示が要請されて

いる。アメリカでは証券取引所法、イギリス・ドイツ・フランスでは会社法制により一元的

に年度開示が要請されている。 

これらの法律に基づく年度開示に加え、日本やアメリカでは、年度の決算情報について、

取引所規則に基づく適時開示（タイムリーディスクロージャー）が求められており、日本で

は決算短信様式が定められている。 

各国とも、制度上求められる開示項目の範囲に大きな違いは見受けられないものの、アメ

リカや欧州企業では、任意開示との連携も図った形での法定開示への実務対応がうかがえる。 

決算発表（アーニングリリース）について、欧米企業では、開示の範囲や水準を含め、基

本的に各社各様であり、欧州では、売上高や段階損益のみの開示事例も多く見られる。 

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。 

日本では決算短信様式により、直ちに決算内容を開示することが義務付けられている。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や業績予想開

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、多く

の企業が従前からの開示を継続しているのが現状。 

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、全体的に欧米

企業より早い。 

欧米企業では、法定開示と任意開示の連携を図りながら、一体的にアニュアルレポートを

作成する実務が多く見受けられる。（アメリカ：法定 Form 10-K をアニュアルレポートに添

付、欧州：法定開示事項をアニュアルレポートに取込み） 

日本では、アニュアルレポート等の任意開示書類を作成する場合には、法定開示書類とは

別個に作成する実務が一般的である。 

 

（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 

 



 

未定稿・検討中 

19 
 

日本の上場企業は、年度開示と同様、（１）会社法と（２）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 

会社法に基づく計算書類監査（会計監査）は、会社法上の大会社（資本金 5億円以上、

または負債総額 200億円以上の会社）がその対象範囲となり、連結計算書類や計算書類

及びその附属明細書の適正性について会計監査人による意見表明が必要とされる（会社

法第 436 条第 2項第 1号）。 

 

ⅱ)金融商品取引法 

金融取引法監査においては、財務諸表監査（会計監査）に加え、内部統制監査が求め

られている（金融商品取引法第 193条の 2）。 

財務諸表監査では、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、上場会社等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。 

 

(b)実務 

会社法「計算書類等」に対する会計監査報告は決算日後平均 42日で、決算短信の公表

前後で行われている。 

一方、金商法「有価証券報告書（経理の状況）」に対する会計監査報告は、有価証券報

告書の提出（総会開催日以降が多い（平均 87 日））に合わせる形で、その直前（平均 86

日）に行われるケースが多い。 

 

（データ：参考資料集 P16  日本における制度と実務） 

 

②アメリカ・カナダの制度概要と実務 

 
(a)制度概要 

 
年度の財務諸表は、PCAOB 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。（条文） 

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。（条文） 
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(b)実務 

 
アメリカの上場企業は、1934 年証券取引所法に基づく年次報告書（Form 10-K）に対す

る会計監査報告は、その提出と同日（大規模：51 日、中規模 56 日、小規模：59 日）に

行われるケースが多い。 

（データ：参考資料集 P20-22  アメリカにおける制度と実務） 

 

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（Article 49））は、年次（連結）財務諸表について、法定監査人

又は監査法人による監査を受けなればならないこととされる。 

また、監査人はマネジメント・レポートが財務諸表と整合していること、マネジメント・

レポートが適切な法制度にしたがって作成されていることについての意見表明をしなけれ

ばならない（Article 34）。 

 

＜イギリス＞ 

会社法（Companies Act）において、小規模会社等を除く会社は、年次報告書（年次計算

書類、取締役報告書、取締役報酬報告書（上場会社等のみ））について、会計監査役（auditor）

の監査を受けなければならない（会社法 495～497条）。 

 

＜ドイツ＞ 

商法（HGB）において、中規模会社及び大規模会社は、年次財務書類（貸借対照表、損益

計算書、キャッシュ・フロー計算書、資本増減表、注記、状況報告書（マネジメント・レ

ポート））について、4ヵ月以内に外部監査人による監査を受けなければならない。 

 

＜フランス＞ 

会社法（Code de Commerce）において、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（会社法 Article L.232-23）。 

 

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、会社法と金商法の双方の規律の下での年度監査が要請されている。アメリカで

は証券取引所法のみ、イギリス・ドイツ・フランスでは会社法制により一元的に、外部監査
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人による監査が要請されている状況。 

異時点における 2つの監査報告に起因し、後発事象（決算日翌日から監査報告までに発生

した事象）の取扱いに関して日本固有の取扱いが存在する。 

 

（内容） 

 

・ 日本では、会社法及び金商法に基づく「財務諸表（連結・個別）に対する監査」、金商法に

基づく「内部統制監査」が求められている。 

 

・ アメリカでは、「財務諸表（連結）に対する監査」、SOX 法に基づく「内部統制監査」が求

められている。 

 

・ 欧州（規制市場）では、「財務諸表（連結・個別）に対する監査」、「マネジメント・レポー

トの準拠性についての監査」が要請されている。 

 

（タイミング） 

 

・ 日本では、会社法監査が決算発表の前後（決算日後平均 42 日）、金商法監査は、有価証券

報告書の提出直前（平均 86日）に行われるケースが多い。 

 

・ 会社法監査のタイミングは、アメリカ、欧州いずれの大規模企業（大規模平均：アメリカ

51 日、イギリス 57日、ドイツ 52日、フランス 70日）に比しても非常に早い。 

 

・ 一方、金商法監査のタイミングについては、欧州の中小規模企業よりは早いものの、アメ

リカのいずれの企業群よりも遅い。 

 

（データ：参考資料集 P20-22  アメリカにおける制度と実務） 

（データ：参考資料集 P31-57  欧州における制度と実務） 
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（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 

 
我が国上場企業には、（１）金融商品取引法（四半期報告書）、（２）上場規程（四半期

決算短信）が四半期にかかる制度開示として要請されている。 

 

（データ：参考資料集 P68－71 四半期開示に係る制度と実務（日本・・・P68～71）） 

 

ⅰ)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づけられている

（金商法第 24 条の４の７）。有価証券報告書と同様に、四半期報告は、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。 

 

イ)主な開示内容 

 

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】、3.【関係会社の状況】 

第２．【事業の状況】 

 
1.【生産、受注及び販売の状況】、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．【設備の状況】 

第４．【提出会社の状況】 

 1.【株式等の状況】、2.【株価の推移】、3.【役員の状況】 

第５．【経理の状況】 

1.【連結財務諸表等】 

 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】 

 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】※第２四半期のみ強制 

 
注記事項     

 

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。 
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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(金商法 193の 2第 1項)。四半期報告書にレビュー報告書

の添付が必要。 

 

ⅱ)上場規程（四半期決算短信） 

上場会社は、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、東証所定

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

けられている（上場規程第４０４条）。 

 

イ)主な開示内容 

・サマリー情報＜四半期決算短信（サマリー情報）の様式＞ 

1.四半期連結業績、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き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 

〔a.一律に記載を要請している事項〕 

 (a)「添付資料の目次」 

 (b)「サマリー情報（注記事項）に関する事項」 

 (c)「継続企業の前提に関する重要事象等」 

 (d)「四半期連結財務諸表」（B/S・P/Lのみ） 

  （継続企業の前提に関する注記） 

 

〔b.追加記載することが考えられる「投資判断に有用な情報」の具体例〕 

・ 経営成績に関する説明（定性的情報） 

・ 財政状態に関する説明（定性的情報） 

・ 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明（定性的情報） 

・四半期連結財務諸表及び注記事項（上記項目を除く）／四半期個別財務諸表及び

注記事項／経営管理上重要な指標／生産、受注及び販売の状況／設備投資、減価

償却費、研究開発費の実績値・予想値／主要な連結子会社の業績の概況 等 

 

ロ)開示タイミング 

四半期決算の開示については、金商法に基づく四半期報告書の法定提出期限が４５日
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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。 

 

(b)実務 

 
日本の上場企業は、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日）で東証所定の「四半期決算短信」を開示している。 

その後、金商法に基づく「四半期報告書」が、四半期決算日後 1ヶ月程度（平均 38日）

で開示されている。なお、金商法に基づくレビュー報告書は提出同日あるいは前日（平

均 38日）に入手されている。 

 

（データ：参考資料集 P68  日本における制度と実務 ～四半期開示） 

 

②アメリカ・カナダの制度概要と実務 

 
(a)制度概要 

 
アメリカでは、1934 年証券取引所法 （The Securities Exchange Act of 1934）に基

づき、内国公開企業は、四半期報告書（Form 10-Q）を SEC（アメリカ証券取引委員会）

に提出することを要請されている。 

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、当該株式の市

場に関して重要な影響を与えることが想定されるニュース又は情報に関して、速やかに

公表すべきことが求められている。（四半期損益の発生は、具体的事例として列挙） 

 

ⅰ)1934年証券取引所法（The Securities Exchange Act of 1934） 

イ)主な開示内容 

SECレギュレーション S-K及びレギュレーション S-Xにより要求される Form 10-Qの

記載事項は以下のとおりである。 

 

Form 10-Q（四半期）： 

・SECレギュレーション S-K 

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 
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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 

・SECレギュレーション S-X（財務諸表関連） 

 連結貸借対照表－直近の四半期末、前年度末 

 連結包括利益計算書－直近の四半期、期首からの累積期間、前年同期 

 連結キャッシュ・フロー計算書－期首からの累計、前年同期 

 

ロ)開示タイミング 

四半期報告書（Form 10-Q）は、各四半期終了後 40日以内に提出しなければならない

（Non-accelerated Filers（非早期提出会社）については、45日以内）。 

 

ハ)監査レビュー 

四半期財務諸表は PCAOB 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いない。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。 

 

（データ：参考資料集 P72－79 四半期開示に係る制度と実務（アメリカ）） 

 

(b)実務 

 
内国公開企業は、決算日後 1ヶ月程度（大規模：20日、中規模：30日、小規模：36日）

で、取引所規則に従い、四半期業績等をプレスリリース、カンファレンスコール、ウェ

ブキャスト等で開示している。 

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日、中規模 33日、小規模：36日）で SEC（アメリカ

証券取引委員会）に提出されている。 

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。 

 

（データ：参考資料集 P72－79 アメリカにおける制度と実務） 
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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、

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。 

 

【半期財務報告】 

EU規制市場での証券の取引認められる企業については、透明性指令（2004/109/EC）によ

って、半期財務報告（上半期のみ）が義務付けられている。 

 

 半期（連結）財務報告（上半期について、半期末日後 2ヵ月以内に公表） 

 要約財務諸表 

 期中マネジメント・レポート 

 経営者による要約財務諸表が真実かつ公正な概観を与えることの言明 

 

半期財務報告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財務報告の中で表明しなければならない。 

 

【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。（四半期財

務諸表を要求するものでない点に留意） 

 

 期中マネジメント・ステートメント（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を開示する）  

 

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。 

 

＜イギリス＞ 

開示透明性規則（DTR）において、透明性指令に基づく半期財務報告（要約中間財務諸表、
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期中マネジメント・レポート、責任に関する言明）及び期中マネジメント・ステートメン

ト（当該半期に生じた重要事実・取引、その影響、財務状況と成果の概説）の開示が要請

されている（DTR 4.2、DTR 4.3.4）。 

 

＜ドイツ＞ 

商法（HGB）において、透明性指令に基づく半期財務報告（要約半期決算書、中間状況報

告書（マネジメント・レポート）、商法 264条 2項 3文及び 289条 1項 5文に対応する説明

（財務報告の責任者による言明））が要求されている。 

 また、有価証券取引法（Wertpapierhandelsgesetz：WpHG）において、期中マネジメント・

ステートメント（「業務執行の中間報告」：発行者に生じた報告対象期間中の重要な事象と

取引及びそれが報告者の財務状況に与える影響を詳述し、発行者の財務状況と業務の成果

を報告対象期間中について記載）の開示が要請されている（有価証券取引法第 37x条）。 

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、半期財務諸表及び四半期財務諸表の公表が要求している。ここでの四半期財務

諸表とは、第１四半期及び第３四半期の財務諸表を指す。 

半期財務諸表に含まれる情報は、商法第 317 条にしたがって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＞ 

通貨金融法典上（Code Monétaire et Financier）、透明性指令に基づく半期財務報告（要

約財務諸表及び注記、期中マネジメント・レポート、半期財務報告に対する責任者による

確認書、これらに対する法定監査人による限定レビュー報告書）を公表しなければならな

い。 

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 日以内に公表することが要求されている（Article 

L451-1-2, IV）。 

 

(b)実務 

 
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：25日、中規模：40日、

小規模：40 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。 

開示事項としては、期中ハイライトや見通し（Outlook）など、日本やアメリカの四半

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）。 



 

未定稿・検討中 

28 
 

 

（データ：参考資料集 P80～92  欧州における制度と実務 ～半期・四半期開示） 

 

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、日本及びアメリカでは、取引所規程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。 

アメリカでは、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）。 

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。

（なお、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、開示義務の廃止を決定済） 
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３．株主総会プロセス 

 

◆株主総会プロセスについて 

 
・株主総会は、株式会社における最高意思決定機関として、会社法に定める事項及び株式会社

の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議できると会社法におい

て規定されている(会社法 295 条 第 1 項)。 
・こうした定時株主総会のプロセスについて、①開催日、②出席者、③当日（及び当日に向け

た諸準備）の状況、④当日の決議に向けた情報提供（招集通知及びその添付資料）、⑤決議に

向けた事前の活動等（当日までの諸プロセス）、という切り口から、現状を概観する。 
・なお、特に断りのない限り、以下で言及する「企業」については、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想定し、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。 
 
◆株主総会の開催日について 

 

１）株主総会の開催日等に係る諸規定について 

 
・我が国においては、株主総会は、毎事業年度の終了後、一定の時期に招集されることが会社

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。なお、株主総会における議決権行使に係る基準

日の規制（会社法 124 条第 2 項）との関係で、その基準日後 3 ヶ月以内に株主総会を開催す

べきこととなっている。 
 
・アメリカでは、前回の株主総会の後から 13 ヶ月以内に開催（株主又は取締役が裁判所に申立

てを行うことができる。Delaware General Corporation Law§211(c)）、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ヶ月以内に開催しなければならないと規定され

ている（Canada Business corporation act 133(1)(b)）。 
 なお、アメリカでは議決権行使に係る基準日は、株主総会前 10 日以上 60 日以内に設定され

ることが求められており（Delaware General Corporation Law§213(a)）、カナダにおいて

は議決権行使に係る基準日は、株主総会前 21 日以上 60 日以内に設定されることが求められ

ている（Canada Business corporation act 134(1)(d) 、Canada Business Corporations 
Regulations,2001 43(2)）。 

 
・ 欧州についてみると、イギリス・フランスでは決算日から 6 ヶ月以内（イギリス→Companies 

Act 2006 336(1)、フランス→Commercial Code L225-100）、ドイツでは決算日から 8 ヶ月

以内（Stock Corporation Act 175(1)）に株主総会を開催するものと定められている。なお、

議決権行使の基準日との関係での、株主総会の開催日に係る規制はない。 
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（データ：参考資料集 P102「株主総会の開催日に係る規定」→あずさ監査法人調べ） 
（データ：参考資料集 P107「議決権行使の基準日等に係る規定」→あずさ監査法人調べ） 

 
２）株主総会の開催日等に係る実務について 
 
・ 我が国の現在の実務では、議決権行使の基準日を事業年度の終了日（決算期）と一致させ

た上、当該終了日から 3 ヶ月以内（3 月末決算の企業については、6 月中（中～下旬が多い））

に株主総会を開催している。因みに、今回、調査をした日本企業のサンプル企業 10 社の平均

を見ると、決算期から約 85 日後に定時株主総会を開催している。 
  なお、こうした基準日の設定及び定時株主総会の開催日の設定の仕方自体は、必ずしも会

社法の要請で一律に定められているものではない（第 5 回株主総会のあり方検討分科会・田

中委員提出資料「基準日と定時株主総会・配当支払日程に関する論点整理」、江頭憲治郎「株

式会社法 第 5 版」P321 ほか）。 
 
・ アメリカやカナダでは、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～6 月上旬にかけて提示株主総会を開催しており、アメリカでは、決算

日から平均で約 135 日、カナダでは約 131 日後の開催となっている。 
 
・ 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、イギリスでは、12 月末決算

の企業については 4 月下旬～6 月上旬にかけて株主総会を開催しており、決算日から平均で

約 137 日後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
月下旬～6 月上旬の開催、中には 6 月下旬開催の企業もある。決算日からの日数で見ると、

ドイツでは平均で約 152 日、フランスでは平均で約 143 日となっている。 
  なお、欧州企業については、サンプル企業を見る限り、中・小規模企業の株主総会の開催

日が、大規模企業に比べて遅い傾向にある。 
 
（データ：参考資料集 P123「定時株主総会の開催状況 ①総会開催日」→金融庁資料） 
（データ：企業における議決権行使の基準日の設定状況→あずさ監査法人調べ 150 社調査） 

  



 

未定稿・検討中 

31 
 

 
３）株主総会の開催日のまとめ 
 
・ アメリカやカナダ、イギリス、ドイツ、フランスの企業は、決算期後４～５ヶ月に株主総

会を開催している一方、我が国企業は 3 ヶ月以内に開催しており、非常に開催のタイミング

が早い。 
 
・ 我が国企業においては議決権行使の基準日＝決算日となっているが、アメリカやカナダ、

イギリス、ドイツ、フランスの企業は一致しておらず、我が国に特徴的な傾向。 
 
・ 我が国企業の定時株主総会日は、決算日後 3 か月目である 6 月の 1 ヶ月の中に集中して開

催されているが、アメリカやカナダ、イギリス、ドイツ、フランスの企業の定時株主総会日

は、決算日後 4 か月目から 6 か月目である 4 月の下旬から 6 月までその開催が分散されてい

る。 

 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 加国 英国 独国 仏国 

大規模 10 社 
決算日から

85.0 日後開催 

決算日から

124.4 日後開催 

決算日から 

120.4 日後開催 

決算日から 

119.4 日後開催 

決算日から 

122.1 日後開催 

決算日から 

122.7 日後開催 

中規模 10 社 - 
決算日から

138.3 日後開催 

決算日から

133.1 日後開催 

決算日から 

130.7 日後開催 

決算日から 

169.6 日後開催 

決算日から 

150.0 日後開催 

小規模 10 社 - 
決算日から

144.1 日後開催 

決算日から

140.0 日後開催 

決算日から 

161.2 日後開催 

決算日から 

162.2 日後開催 

決算日から 

161.2 日後開催 

平均 

決算日から

85.0 日後開催 

(決算日後 

2.8 ヶ月) 

決算日から

135.6 日後開催 

(決算日後 

4.5 ヶ月) 

決算日から

131.1 日後開催 

(決算日後 

4.4 ヶ月) 

決算日から

137.1 日後開催 

(決算日後 

4.6 ヶ月) 

決算日から

151.3 日後開催 

(決算日後 

5.0 ヶ月) 

決算日から

144.6 日後開催 

(決算日後 

4.8 ヶ月) 

 
分布図を入れる。 
  



 

未定稿・検討中 

32 
 

◆株主総会への株主の出席について 

 

１）株主総会で議決権行使することができる株主について 

 
・ 我が国の会社法においては、基準日の制度が定められており（会社法第 124 条第 1 項第・

2 項）、企業は、一定の日に株主名簿上に記載・記録された者を株主（及び登録株式質権者）

とみなし、その者に株主総会の時点で権利行使をさせる処理をすることができることとなっ

ている。 
  このため、株主総会の議決権を行使するための基準日を企業において設定している場合に

は、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ことができることとなる。 
  なお、実務上は、当該基準日を事業年度の終了日としているため、3 月末決算の企業につ

いては、3 月 31 日時点に企業の株主名簿に登録されている株主が、定時株主総会において議

決権を行使することができる。 
 
・ アメリカやカナダにおいても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こととなる。 
  なお、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約 56 日前（アメリカ）又は約 45 日前（カナダ）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。 
 
・ 欧州（イギリス・ドイツ・フランス）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、日本やアメリカ・カナダと比べてその基準日と株

主総会開催までの期間は非常に短くなっている。すなわち、イギリスでは、株主総会の開催

日前 48 日以内（The Uncertificated Securities Regulations 2001 41(1)）、ドイツでは記名株

式については 6 日前（実務上の運用。無記名株式については 21 日前。Stock Corporation Act 
123(2) (3)）、フランスでは 3 営業日前(Commercial Code R225-85 と各国の規制上は定めら

れている（いずれも休日は含まない）。なお、アメリカやカナダと同様、基準日は決算日とは

異なり、かつ企業ごとにも異なっている。 
 

（データ：参考資料集 P107「議決権行使の基準日等に係る規定」（再掲）→あずさ監査法人

調べ） 
（データ：議決権行使の基準日等に係るイメージ図→P115 あずさ監査法人調べ） 
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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 加国 英国 独国 仏国 

大規模 10 社 
総会 85.0 日

前基準日 
総会 57.4 日

前基準日 
総会 48.2 日

前基準日 
総会 2.5 日 
前基準日 

総会 6.7 日前

基準日 
総会 4.5 日前

基準日 

中規模 10 社 - 
総会 56.7 日

前基準日 
総会 44.3 日

前基準日 
総会 1.9 日 
前基準日 

総会 11.2 日

前基準日 
総会 4.6 日前

基準日 

小規模 10 社 - 
総 52.9 日 
前基準日 

総会 42.2 日

前基準日 
総会 2.3 日 
前基準日 

総会 8.4 日前

基準日 
総会 4.2 日前

基準日 

平均 
85.0 日 

(総会 2.8 ヶ月

前基準日) 

55.6 日 
(総会 1.9 ヶ月

前基準日) 

44.9 日 
(総会 1.5 ヶ月

前基準日) 

2.2 日 
(総会 0.07 ヶ

月前基準日) 

8.8 日 
(総会 0.29 ヶ

月前基準日) 

4.4 日 
(総会 2.8 ヶ月

前基準日) 
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２）株主総会への株主の出席状況について 
 
・ 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、平成 26 年度の約 6 割の企業において出席株主数は 100
名未満となっているが、1,000 名を越える企業も約 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、約 85％の企業では、出席株主

の議決権を全て足しても全体の 5％未満に過ぎない状況である。 

 

 

 
（データ：第 3 回株主総会のあり方検討会・永池委員提出資料「総会に出席した株主」） 
（データ：全国株懇連合会・株主総会等に関する実態調査集計表 P13「株主数比率」） 
（データ：第 3 回株主総会のあり方検討会・永池委員提出資料「株主数区分」） 
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・海外の状況に目を転じると、アメリカ、フランス、イタリア、スペイン、ブラジルにおいて

も、株主総会へ出席するのは個人株主がほとんどであり、人数的にも多くの株主が出席して

いるわけではないと会議における委員からのの指摘があった 。例えば、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、株主総会の出席率が 5%と低

い値を保っている点が 14th Proxinvest report on AGMs において記載されている。 
 
・その一方ドイツでは、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)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、1998 年

の約 60%から 2005 年の約 46%に下落していますが、高い水準にあると言える（参考：

Electronic Corporate Governance: Online and Virtual Shareholder Meetings and 
Shareholder Participation in Switzerland and Germany : Prof. Dr. Martin Hilb and Prof. 
Dr. Andreas Grüner）。  
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・又、EURO SROXX50 を構成する会社の株主総会出席率については、49%(2000 年)、44%(2001
年)及び 43%(2002 年)と高い出席率を示している。 

（参考：Electronic Corporate Governance: Online and Virtual Shareholder Meetings and 
Shareholder Participation in Switzerland and Germany : Prof. Dr. Martin Hilb and Prof. 
Dr. Andreas Grüner）。  
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３）「実質株主」の株主総会への出席について 

 

（ⅰ）実質株主の株主総会への出席の可否 

 
・ 実質株主の株主総会への出席に可否については法律上明文による定めはないものの、名義

株主から代理権を与えられ、自らが実質株主であり、かつ名義株主からの代理権授与を証明

すれば、株主総会に出席することが可能と考えられている。なお、事実上すべての会社の定

款において、代理人は株主に限る旨の定めがあるが、判例では、この定款規定は株主総会の

攪乱を防ぐことが趣旨であり、株主総会を攪乱するおそれがない場合、代理人が株主ではな

くとも、定款規定は適用されず、株主総会に出席することができると解釈されていると委員

から発言があった。 
 
・ なお、上記解釈の下であっても、実質株主の総会出席に伴い懸念される点として、株主総

会出席を認めたことによるリスクと認めなかったことによるリスクの双方について指摘があ

った。すなわち、前者は、出席の資格があるか分からない者が出席し議決権行使をした結果、

株主総会決議自体が取り消される可能性があるのではないかとのリスクがあり、後者は、名

義株主からの委任状を有しているにもかかわらず、実質株主の総会出席を断った場合、その

総会決議に瑕疵があると判断される可能性があるとのリスクがあるとの指摘があった。 
 
（ⅱ）実質株主の株主総会への出席要請と企業の対応 

 
・ 実質株主の株主総会出席については、上記のようなリスクに対する懸念がある中で各企業

の実務上の対応は分かれている。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、実質株主の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%あり、

実質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%、又、出席、

傍聴も認めない企業は 16.8%であった。 
  なお、実質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。 
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 （データ：全国株懇連合会・株主総会等に関する実態調査集計表 P14 

「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」） 
 （データ：全国株懇連合会・株主総会等に関する実態調査集計表 P14 

「実際に実質株主から事前の申し出があったか」） 
 
（ⅲ）欧州における状況 
 
・ イギリスのガバナンス・コードでは、投資家・（実質的な）株主と企業とのコミュニケーシ

ョンのツールとして株主総会を利用することとされており、機関投資家（実質株主）の株主

総会への出席の手段が確保されているとの指摘があった。 
 
・ 実質株主の株主総会への出席の制度があるイギリスやオランダでは、年に数社程度が当該

制度を活用しているとの指摘があった 。 
  なお、オランダでは、実質株主が総会に出席する際には、カストディ銀行が出席の受付や

議決権行使の内容の伝達等の諸事務を行う等、カストディ銀行に負担がかかる仕組みとなっ

ているとの指摘があった。 
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４）株主総会への出席のまとめ 

 
・ 先述の通り、我が国企業においては議決権行使の基準日が決算日と一致しており、この点

で企業間において差が無い。他方、アメリカやカナダ、イギリス、ドイツ及びフランスの企

業は議決権行使基準日と決算日とは一致しておらず、企業ごとに、議決権行使の基準日が異

なる状況である。 
  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、イギリス、ドイツ及びフランスでは 1 週間以内と極めて短く、

アメリカやカナダについても、我が国と比べると１ヶ月強短い傾向がみられた。 
 
・ 実際の株主総会への出席については、個人株主が中心であり、機関投資家の株主総会への

出席は必ずしも多くなく、この点は我が国もアメリカやカナダ、イギリス、ドイツ及びフラ

ンスで共通であると言える。 
  なお、我が国の大部分の上場企業は株主数が 1 千人を超えており（約 9 割。5 千人を超え

る企業は約 5 割、1 万人を超える企業は約 3 割）、全ての株主が株主総会に参加することは現

実的でなくなっている。 
 
・ 実質株主の株主総会への出席については、欧州ではコーポレートガバナンス・コードにお

いて実質株主の株主総会への出席を前提とした規定があり、実務上もその手段が確保されて

いる。他方、我が国においては、解釈上、名義株主からの委任状をもって実質株主が株主総

会に参加することも可能とされているものの、実務上は、実質株主の株主総会への出席を認

めない企業から認める企業まであり、その実務対応が分かれている。 
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◆招集通知やその添付書類等について 

 

１）招集通知等の発送時期・タイミングについて 

 
（ⅰ）発送時期・タイミングに係る規定 
 
我が国及び海外各国における、招集通知(本体)及び株主に供する資料(参考情報)の規定における、

発送若しくは通知期限は以下の通りである。 
 

 日本 米国 加国 

招集通知(本体) 
株主総会の 2 週間前 

(会社法第299条第1項) 

株主総会の開催日前 

10 日以上 60 日以内 

(Delaware General 

Corporation Law§222(b) 

株主総会前の 21日以上 60日以

内に、株主に対して通知 

(Canada Business corporation 

act 135,  Canada Business 

Corporations 

Regulations,2001 44) 

株主に供する資料

(参考情報) 
株主総会の 2 週間前 

(会社法第 299 条第 1 項) 

株主総会の開催日の 40 日以上

前に通知 

Delaware General 

Corporation Law§

240.14a-16） 

株主総会の開催日の 21 日以上

前に通知 

(Canada Business corporation 

act 159(1)) 

 英国 独国 仏国 

招集通知(本体) 

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） 

（Companies Act 2006 

307(2)(a)） 

（括弧書きは、The UK 

Corporate Governance Code 

E.2.4.） 

＜公告＞  

株主総会の開催日前  

30 日以上※1  

（Stock Corporation Act 

§123(1)）  

1回目  2回目  

株主総会の開

催日前  

35 日以上 

(Commercial 

Code R225-73) 

株主総会の開催

日前  

15 日以上  

（Commercial 

Code 

R225-69 ）  

株主に供する資料

(参考情報) 

株主総会の開催日の  

21 日以上前  

(Companies Act 2006 424)  

招集通知の発送日以降（に備

置）  

(Stock Corporation Act 

§175(2))  

株主総会の開催日の  

21 日以上前（に開示） 
(Commercial Code R225-73-1)   
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・又、参考までに、他のアジアの国においても以下の表のとおり、株主への招集通知等の発送

は、2 週間前から 3 週間前が規定上の発送期限となっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（データ：参考資料集 
P111「招集通知（本体）に係る規定 ③送付・提供のタイミング」 
P114「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」 
P115「（参考４）まとめ（イメージ図）」） 

  

最終的な株主総会通知及び資料の期限 
 2006 2014 

中国 20 日 20 日 

香港 21 日 28 日  
(20 営業日) 

インド 21 日 21 日 
インドネシア 14 日 14 日 

日本 14 日 14 日 
マレーシア 14 日 21 日 

韓国 14 日 14 日 
シンガポール 10 マーケット日 14 日 

台湾 10 日 21 日 
タイ 7 日* 7 日* 

出所: Asian Corporate Governance Association の刊行予定「 ACGA Asian 

Proxy Voting Report 2015」 
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（ⅱ）発送時期・タイミングに係る実務 
 
・我が国の招集通知の株主への発送時期・タイミングの状況については、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、招集通知の発送時期が株主総会の 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。又、今回調査したサンプル企業 10 社をみると、招集通知

の発送は定時株主総会開催の約 21 日前となっている。 
 
・アメリカ・カナダでは、規模の大きな会社ほど、招集通知の株主への発送・通知が、株主総

会開催日よりもより離れている傾向が今回の調査でみられている。 
 
・イギリス、ドイツ及びフランスにおいても、規模の大きい会社ほど招集通知の発送・通知が、

株主総会開催日よりもより離れている傾向が今回の調査でみられている。 
 

 各国の招集通知(本体)公表日の定時株主総会からの遡及日数 

 日本 米国 加国 英国 独国 仏国 

大規模 10 社 総会21.1日前 総会43.0日前 総会51.7日前 総会41.6日前 総会45.3日前 総会48.6日前 

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

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

平均 総会21.1日前 総会42.1日前 総会45.0日前 総会40.4日前 総会42.1日前 総会42.3日前 

 
・又、参考までに、アジア諸国においては、香港(2014 年調べ)においては、時価総額の大規模

会社平均で株主総会前の 45 日前、小規模会社平均で 40 日前に招集通知の公表がなされていた。

シンガポールにおいては、時価総額の大規模会社平均で 23 日前、時価総額の小規模会社で 21
日前に招集通知の公表がなされていた。 
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 （データ：全国株懇連合会・株主総会等に関する実態調査集計表 

P10「招集通知の発送 （１）発送日」） 
（データ：参考資料集 

P17「日本における制度と実務 ～開示等のスケジュール」 
P20～22「アメリカにおける制度と実務 ～開示等のスケジュール」 
P28～30「カナダにおける制度と実務 ～開示等のスケジュール」 
P34～36「イギリス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」 ） 
 

（データ：ACGA Response to METI Study Group on Japanese AGMs 
「Deadlines for final AGM notices & materials」 ） 
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２）招集通知等の発送・提供の方法 

 

（ⅰ）発送・提供の方法に係る規定 

 
我が国及び海外各国における、招集通知(本体)及び株主に供する資料(参考情報)の規定における、

株主への提供方法は以下の通りである。 

 日本 米国 加国 

招集通知(本体)の
提供方法 

書面  

電磁的方法  

（会社法第299条第2項,第3

項)  

書面  

電磁的方法 

(Delaware General 

Corporation Law §222(a), 

232)  

書面  

電磁的方法 

(Canada Business corporation act 135, 

252.1～)  

株主に供する資

料(参考情報)の提

供方法 

書面  

電磁的方法  

ウェブサイト 

（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）   

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)  

(Code of Federal 

Regulations 240.14a-16)  

書面  

電磁的方法 

(Canada Business corporation act 

159,PartXX.1)  

 英国 独国 仏国 

招集通知(本体)の
提供方法 

書面  

電磁的方法  

ウェブサイト 

(Companies Act 2006 308, 

309)  

  

公告  

及び  

書面  

電磁的方法  

(Stock Corporation Act §

121(4),125(1),(2))  

1回目 2回目 

公告 

(COMMERCIAL 

CODE 225-73)  

公告  

及び  

書面  

電磁的方法  

(COMMERCIAL CODE 

R225-63,225-67,225-68)  

株主に供する資

料(参考情報) 

書面  

電磁的方法  

ウェブサイト 

(Companies Act 2006 

423,1144(2), Schedule 5)  

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 

(Stock Corporation Act 

§175(2))  

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)  

(Commercial Code R225-73-1,  

R.225-88)  
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・なおアメリカにおける株主に供する資料(参考情報)の提供方法は、以下の変遷を経て現在に

至っている。 
1995 年に、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

ったが、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なかったが、

2005 年改正によって個々の株主の同意を得ることは不要とされた。 
 
（データ：参考資料集 

P110「招集通知（本体）に係る規定 ②送付・提供方法」 
P113「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」 
P116「（参考５）アメリカにおける株主に供する資料（参考情報）の提供方法の変遷」 
P117～119「（参考６）アメリカにおける「Notice Only Option」の事例①～③」    ） 
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（ⅱ）発送・提供の方法に係る実務 

 
・ 我が国の状況・・・みなし開示（注記＋改正）と電子送付（同意） 
 

 
 
・ アメリカの状況・・・原則、電子化 
 

 
（データ：全国株懇連合会・株主総会等に関する実態調査集計表 

P10「（２）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」 
P10「（３）招集通知の自社ホームページへの掲載時期」 
P25「株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供」 

（５．（１）現状 ●招集通知のホームページ掲載企業は 7 割程度） 
・ 招集通知に関連する資料を自社ホームページに掲載している会社は、69%程度あり、

年々増加傾向にある。掲載書類としては、計算書類、連結計算書類等の添付書類も含め

た招集通知が 52%であり、半数以上の招集通知が丸ごと 1 冊掲載されている状況にある。

（総１７７・総会③） 
 
（５．（１）現状 ●Web 開示の利用は 3 割弱で内容は注記表） 
・ Web 開示を行っている会社における開示実施書類の多くは、個別注記表、連結注記表

であり、事業報告や参考書類の内容等については、インターネット開示を行っていない

会社が多い。（総１８０・総会③） 
 
（５．（４）招集通知の電子化 ●株主が招集通知電子化に同意する誘因） 
・ 電磁的方法による招集通知の発出は 6.7%で、まだ少ない状況。（総１７９・総会③） 

（５．（４）招集通知の電子化 ●アメリカを参考とした招集通知電子化の可能性） 
・ 1995 年にアメリカでは、委任状説明書等を電子的に公布することが可能となった。た

だし、個々の株主の事前の同意が必要であり、使用する企業は限定的であった。日本に

おいても、平成 13 年の商法改正により、株主の事前同意を前提として、電子的に株主総

会関連資料を公布することが可能となっているが、同様に、事前同意が必要であるため、

利用が拡大していない。（総２５７・総会④） 
・ 2007 年にアメリカでは SEC 規則が改正され、個々の株主の事前同意は不要となった。

この結果、議決権行使処理サービスを提供するBroadridge社の情報によると、現在（2014
年）では、6 割程度の会社が電子的に株主総会関連資料を提供するようになり、通知の

み書面で提供し、その他の資料はウェブサイトで提供する方法を選択する会社も 30 程度

となった。（総２５８・総会④） 
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P29「株主総会関係書類 （１）書類の電子化」           ） 
 （データ：第 4 回株主総会のあり方検討分科会・島田委員提出資料） 
 
 
３）招集通知等により提供する情報の内容 
 
・ 日本：通知＋事業報告・計算書類 
・ アメリカ：通知＋AR（10k＋α） 
・ 欧州：通知＋AR（法定開示と同様。参照方式） 
・ アジア：ACGA 
 

（データ：参考資料集 
P108・109「招集通知（本体）に係る規定 ①記載事項ⅰ、ⅱ」 
P112「株主総会において株主に供する資料（参考情報） ①種類」） 

 
 
４）招集通知やその添付書類のまとめ 

 
・ 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、アメ

リカ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、アメリカや欧州では、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、我が国においてはアメリカ

や欧州と比べて極めて短い状況。 
 
・ 招集通知やその添付書類等の株主への提供方法についてみると、招集通知本体については、

我が国だけではなく、アメリカやカナダ、イギリス、フランスにおいても、書面による提供

が原則となっている。 
他方、その添付書類等については、アメリカやドイツ、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おり、アメリカの電磁的方法の利

用状況を見ると、その利用が進んでいる。 
 
・ なお、株主に提供されている情報の内容の項目自体には、各国において大きな差は見られ

ないが、実際の開示例を見ると、アメリカ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との指摘があった。 
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◆株主総会に至るプロセスについて 

 

１）議案の精査・検討に係る期間 

 
・ 招集通知の発送から株主総会の開催までの期間は、我が国においては、約７割の企業で 3
週間未満。 

 
  （データ：全国株懇連合会・株主総会等に関する実態調査集計表 

P10「招集通知の発送 （１）発送日」）（再掲） 
 
・ 他方、アメリカやカナダ、イギリス、フランス、ドイツを見ると・・・。 
 

（データ：参考資料集 
P20～22「アメリカにおける制度と実務 ～開示等のスケジュール」 
P28～30「カナダにおける制度と実務 ～開示等のスケジュール」 
P34～36「イギリス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」 ）（再掲） 

 
・ なお、機関投資家への議案の事前説明を行っている我が国企業は、全体の 1 割程度。 
 

 （データ：全国株懇連合会・株主総会等に関する実態調査集計表 
P12「国内外機関投資家（議決権行使助言会社を含む）への議案の事前説明」） 

 
２）機関投資家の議決権行使プロセス 
 
・ 機関投資家の議決権行使プロセス概観。 
 
・ 我が国では、機関投資家を前提にすると、信託銀行から各実質株主である機関投資家に書

面で議決権行使書類が転送される。転送に際しては、広い会場での仕分け作業を行っている

など、書面をベースとした運用がなされているとの指摘があった。 
 

（９．総会プロセスにおける対話（３）内外の機関投資家の議決権行使プロセス等の違い 
● 国内機関投資家の議決権行使の実務） 

・ 日本の場合、機関投資家を前提とすると、日本では管理信託銀行から各実質株主の機

関投資家に書面で議決権行使書類が転送されている。管理信託の方に伺う限りでは、カ
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・ 機関投資家による議決権行使は、信託銀行を通じて株主総会の開催日よりも概ね５営業日

前に行っている。 
 なお、現行の実務を前提にすると、例えば、投資一任業者における決議内容の検討期間が

実質的に 3 営業日程度しか確保できない、との指摘も。 
 

 
・ 海外機関投資家は、書面ベースでは議決権行使書類は入手しておらず、カストディ銀行に

は、１通の書類のみが送付されるが、海外投資家は、ウェブサイトで情報を入手していると

の指摘があった。また、日本に拠点を置く外資系の機関投資家でも、電子化資料をベースに

検討されている模様。 
なお、海外機関投資家といっても、日本国内に拠点を置き、日本の信託銀行等を通じて株

主総会の議決権行使を行っている投資家や、日本語の読み書きができ、話せる担当者を通じ

て株主総会の議決権行使を行う場合、あるいはそのような担当者や拠点を置かず、海外から

直接議決権行使を行っている投資家など多様であり、そのニーズや議決権行使までのプロセ

スが異なる模様。 
 

ルタ取りのような広い会場で仕分けを行っている とのこと。日本では書面ベースを前提

として運用されている状況にある。（総２６３・総会④） 

（１０．（３）議案検討のための期間確保について ●総会前の議案検討時間の不足） 
・ 機関投資家として、株主総会の集中に苦しめられている立場にある。実態として、株

主総会の開催が集中していることもあり、信託銀行を通じて、株主総会の開催日よりも

前（概ね５営業日前）に総会議案に対する決議を投じている。この結果、株主総会は対

話の場になっていない。（総７・総会①） 
 
（１０．株主総会日・基準日について（１１）視点・留意点－③総会支援実務の実態 

●信託銀行やシステム等の総会実務） 
・ 株主総会までのスケジュールとしては、株主名簿管理人から招集通知・議決権行使書

面が常任代理人（資産管理信託等）に送付される。常任代理人（資産管理信託等）は、

投資一任業者に、受領したら速やかに、遅くとも株主総会の 8 営業日前までには、招集

通知・議決権行使書面を郵送している。資産管理信託業務は株主総会の 5 営業日前まで

に、投資一任業者から議決権行使内容について指図を受け、これを集計したうえ遅くと

も同日中に郵送準備まで完了している。この結果、投資一任業者における決議内容の検

討期間は、実質的には 3 営業日程度しか確保できない。（総２６５・総会④） 

（９．（３）内外の機関投資家の議決権行使プロセス等の違い 
● 海外機関投資家の議決権行使の実務） 

・ 欧州の投資家等に株主総会関連資料の電子的配布について意見を聞いてきたので、参
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３）議決権の電子行使について 
 
・ 電子行使プラットフォームは行使期間確保の観点から有用だが、登録企業は、473 社（2015

年●月時点）にとどまっており、未登録企業も多い。 
 
 （データ：ICJ の HP「参加企業リスト」） 
 （データ：東証 HP「プラットフォームの参加状況」） 
 

 
 

考までに共有する。（総２６１・総会④） 
・ 海外の実質株主と言われる投資家は、書面ベースでは議決権行使書類は入手しておら

ず、カストディ銀行には、１通の書類のみが送付されるが、海外投資家は、ウェブサイ

トで情報を入手しており、各国の投資家からは「自分たちはそのような紙ベースのもの

は貰っていない」、「日本の機関投資家は紙の招集通知をもらっているのですか？」との

反応であった。（総２６２・総会④） 
・ 海外投資家は多様であり、海外投資家が日本国内に拠点を置き、日本の信託銀行等を

通じて株主総会の議決権行使を行っている投資家や、日本語の読み書きができ、話せる

担当者を通じて株主総会の議決権行使を行う場合、あるいはそのような担当者や拠点を

置かず、海外から直接議決権行使を行っている投資家もいる。海外投資家と言っても、

ニーズや議決権行使までのプロセスが異なることから、その点を明確にする必要がある。

海外に拠点を置く海外投資家の場合、議決権助言会社への依存度が極めて高いのではな

いか。（総２４５・総会③） 

（５．（６）電子化も利用した議決権行使の効率化 ●電子行使の普及・利用実態） 
・ 電子投票については、一部上場では 30％程度利用しているが、二部上場会社では 5％
に満たない。会社によって状況は異なるという事実を十分に認識すべき。（総４０・総会

①） 
・ 議決権行使について、カストディアンを経由する場合、株主総会の 8 日前までに、議

決権行使内容を伝達する必要があるが、それを解決するのが東証議決権電子行使プラッ

トフォームであり、役に立っている。しかし、当システムに登録している企業は、全体

で 460 社にとどまっているという情報があり、上場企業 3 千数百社に比べて少ない。（総

３１３・総会④） 
（５．（６）電子化も利用した議決権行使の効率化 ●電子行使に対するニーズ） 
・ 東証議決権電子行使プラットフォームの利用発行体は 470 社程度。利用料金は、上場

会社（利用発行体）が支払うこととなっていることから、上場会社（利用発行体）自身

がメリットを感じないと利用されにくい。（総２７２・総会④） 



 

未定稿・検討中 

51 
 

４）株主総会当日に向けた準備等 
 
(ⅰ)我が国の状況について。 
 
 （データ：全国株懇連合会・株主総会等に関する実態調査集計表 

P4「総会のリハーサル」 
P5「総会当日の事務局等の体制」 ） 

 （データ：商事法務 No.2051・株主総会白書 2014 年版 
P42「想定問答集の用意の有無と質問数） 

 
(ⅱ)アメリカや欧州の状況について。 
 
５）その他実務(名簿管理、配当計算等)について 

 

６）まとめ 

 
・ 招集通知やその添付資料等の提供のタイミングと株主総会の開催日との間隔については、

我が国においてはアメリカやカナダ、イギリス、ドイツ、フランスに比べて短いため、議案

の精査・検討の時間が相対的に短い状況になっている。 
 
・ 加えて、機関投資家の議決権行使に際しては、信託銀行を経由する関係で、更に検討の期

間が短くなっており、場合によっては 3 営業日程度しか議案の精査・検討期間がない状況に

なっている。なお、海外機関投資家についていえば、グローバルカストディアンを経由する

場合には、更に経由する主体が増えることになるため、国内機関投資家よりも更に議案の精

査・検討期間が短い状況にある。 
 
・ 議決権電子行使プラットフォームの導入状況については、上場企業のうち、約 470 社が参

加しているのに留まっている状況。 
 
・ なお、我が国における機関投資家による議決権行使プロセスは、上記の議決権行使の場面

だけではなく、招集通知の受領・転送等を含め、紙ベースによる実務が原則となっているが、

欧米では電子的に行っているとの指摘もあった。 
 
・ 当日に至る準備について。 
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◆株主総会において決議する議案等について 

 

１）議案の内容について 

 

（ⅰ）株主総会の決議事項 

 
・ 我が国会社法における定め。 
・ 定時株主総会において決議される議案の例。 
 

 
・ アメリカ・カナダの状況。 
・ イギリス・ドイツ・フランスの状況。 
 
 （データ：参考資料集 P94～96「株主総会の決議事項①～③」） 
 
・ 我が国の株主総会の決議事項の範囲に係る考え方。 
 
・ アメリカでは、経営決定権限は、そもそも取締役又は取締役会が持っているものであり、

株主総会から委譲をされているものではないと考えられている。 
 
・ ドイツでは、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され、株主

から独立した固有の業務執行権限を有しており、業務執行に関する事項は定款であっても株

主総会は決めることができない。 

（１１．実質株主等の総会出席（３）総会参加に関する評価 ●報告の場としての総会） 
・ 株主総会のあり方を検討するに際しては、臨時総会が対象なのか定時総会が対象なの

かで議論が異なる。前者は何かを決める場であり、対話というより対峙という側面が強

いが、後者であれば、何かを決める場であると共に、報告を聞くプロセスでもあり、そ

こに対話が成立する余地がある。（研６８・研究会①） 
・ 現在の会社法、会計監査人設置会社においては特則があり、計算書類は株主総会では

報告事項となる。この点、現在では計算に関しては対話の場と考えることが出来る。（研

７１・研究会①） 
 
（１０．株主総会日・基準日について（６）基準日と総会の間隔短縮について ●その他） 
・ 株主総会は、かつては決算の承認と利益処分という側面があったが、今はもう決算は

報告でよく、取締役の任期を１年にすれば取締役会で配当も決議できるので、最終的に

は株主総会は取締役の選解任だけが目的なのか、という気がしている。そうだとすると、

基準日は 3 月末にこだわる必要はないと思う。（開２５・開示①） 
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株主の指図は高度な経営意思決定を行ううえで好ましくないという価値判断から、これを

排除するという考え方がより明確に出ている点で、アメリカとも異なっている。 
 
 （データ：参考資料集 P97～101「株主総会の権限事項について（松井委員提出資料より）」） 
 

（１３．（１）歴史的経緯等 ●日本における経営者権限の考え方） 
・ 我が国の会社法上、株主総会は、法律に規定する事項及び定款に定めた事項を決議す

ることができる、というのが原則となっている。これは昭和 25 年に入った規定であるが、

この背景は、株主は会社の所有者的地位にあり、会社の全ての意思決定は本来株主が決

定するべきであるという前提に立っている。ただし、株主や株主総会が全部決めること

に限界があることから、取締役会は、株主が行う意思決定の一部の委譲を受けていると

いう建付けになっている。この前提で、必要に応じて定款において株主総会の決議事項

を追加することができる仕組となっている。株主総会の権限事項及び取締役会又は代表

取締役の権限事項は表裏の関係にある。このため、株主総会で何を決めさせるかを考え

ることは、裏返して言うと、経営者に何を決めさせるか、どういう権限を持たせるかを

考えることに等しい。経営者の権限は、株主から権限を委譲されたものというのが、日

本の考え方であり、非常に特徴的な点である。（総１０４・総会②） 
 
（１３．（２）総会と取締役会の権限 ●日本における総会権限の大きさ） 
・ ≪株主が何を決めるかという≫「権限」の側面については、昭和 25 年改正のさらに古

い層が残っており、株主が非常に決定権限を強く持っている。特に、定款に留保すれば

何でも決められることになっており、おそらくこの点は日本の会社法の特徴的な部分と

思われる。（総３６・総会①） 
 
（１３．（２）総会と取締役会の権限 ● 米国における総会と取締役会の権限） 
・ アメリカでは、経営決定権限は、そもそも取締役又は取締役会が持っているものであ

り、株主総会から委譲をされているものではないと考えられている。これは、19 世紀末

から 20 世紀にかけて、株式会社の規模が大きくなる中で、会社の業務事項の決定は、取

締役が自らの責任において行うべきだという考え方が浸透したことによる。ただし、州

の会社法では、取締役又は取締役会が有する権限について、株主総会で決めることを特

別に認めるよう定款で定めることができるものとされている。これは、考え方の方向性

としては日本と逆である。（総１０５・総会②） 
・ アメリカで、経営判断原則が発展した背景には、先のように専門家である経営者の判

断を尊重しなければならないという考え方が存在したこともあるだろう。そしてこの考

え方は、株主代表訴訟のあり方等にも影響を及ぼしうる。（総１０８・総会②） 
・ ≪アメリカにおいて≫取締役会にある程度固有の権限を与えようという考え方が固ま

っていくのは、1930 年代ころまでである。この当時も社外取締役は存在したが、現在の
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（ⅱ）実際の株主総会の模様 

 
・ 我が国の株主総会の特徴等。 
 

（データ：全国株懇連合会・株主総会等に関する実態調査集計表 P12「所要時間」） 
（データ：全国株懇連合会・株主総会等に関する実態調査集計表 P12「質疑応答時間」） 
（データ：全国株懇連合会・株主総会等に関する実態調査集計表 P18 

「質問及び事前質問の有無」） 
 （データ：全国株懇連合会・株主総会等に関する実態調査集計表 P17「事前質問の内容」） 
 （データ：全国株懇連合会・株主総会等に関する実態調査集計表 P19「質問の内容」） 
 （データ：全国株懇連合会・株主総会等に関する実態調査集計表 P20 

「総会における同義の有無及び内容」） 
 （データ：商事法務 No.2051・株主総会白書 2014 年版 P100「退場命令等の有無」）  
 
・ アメリカ等における状況について。 
 

ような意味でのコーポレートガバナンスの意味合いは強くなかったと思われる。今日に

つながる社外取締役の考え方については、1960 年代から 70 年代にかけて、アメリカ企

業の不祥事が増加し、社外取締役を導入して、取締役会の監督機能を果たすことが求め

られたことに由来していると考えられる。（総１１８・総会②） 
 
（１３．（２）総会と取締役会の権限 ● ドイツにおける総会と取締役会の権限） 
・ ドイツでは、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され、

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、日本同様に法律及び

定款で定められた事項について決定することができるとされているが、業務執行に関す

る事項は定款であっても株主総会は決めることができない。この考え方は、アメリカ同

様に、19 世紀末から 20 世紀にかけてドイツの株式会社が巨大化する中で生まれたもの

である。アメリカと違う点は、株主の指図は高度な経営意思決定を行ううえで好ましく

ないという価値判断から、これを排除するという考え方がより明確に出ている点である。

仮に株主が業務執行に関与したい場合は、有限会社制度を採用すべきこととなる。（総１

０６・総会②） 

（９．総会プロセスにおける対話 （２）総会に関する投資家の見方 
●総会での株主意向反映の重要性） 

・ かつてのドイツは、銀行に株式を寄託している株主が多く、真の株主が総会に出てこ

ないことが一般的だった。最近は、銀行が真の株主に代わって議決権行使をすることは

なく、また株主運動家が出てくるなど、株主の影響が直接会社に届くような動きが強ま
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２）株主提案権について 

 

（ⅰ）株主提案権に係る諸規定について 

 
・ 我が国及び諸外国における制度。 
 
 （データ：参考資料集 P120・121「株主提案権の行使要件①②」） 
 
・ 我が国における株主提案権についての考え方等。 
 

 
（ⅱ）株主提案権の行使状況等について 

 
・ 我が国の状況。 
 
（データ：全国株懇連合会・株主総会等に関する実態調査集計表 

P21「行使の有無及び結果等」 
P21「行使件数」 
P21「１件当たりの提案議案数」 
P21「総会に付議された株主提案議案の内容」 
P22「株主提案権を行使した株主の属性」  ） 

 

っていると想像する 。（総１２３・総会②） 

（１３．株主総会の権限 （１）歴史的経緯等 ●昭和５６年商法改正の目的） 
・ 日本における株主提案権について、取締役会設置会社については、持株要件が付いて

いる。この制度は、昭和 56 年商法改正により導入され、その後 30 年強の期間、運用さ

れてきた。商法改正時のスタンスとして、株主総会は、社会とのつながりを示すもので

あって、会社が開かれた存在であることのシンボルになっているという発想があり、そ

して株主総会の運営を開かれたものとするために、法改正が行われた。また、総会屋の

排除及びシャンシャン総会とならないように、会議体機能を正常化し、意思決定に株主

の意向を反映させるという発想もあった。このような背景から、利益供与規定による総

会屋の排除、議長権限の明定、取締役等の説明義務、株主提案権、株主総会に出席しな

い場合でも会社の意思決定に関与するための書面投票制度等の改正が行われた。（総１０

９・総会②） 

（１２．株主提案権について （１）状況 ●日本の株主提案は個人が主、 少数の企業で） 
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・ 株主提案権については、これまで「社会運動の一環として利用」、「経営陣と対立する大株

主により利用」という２つのケースが見られてきたとの指摘があった 。 
 

 
・ アメリカや欧州における状況。 
 

 
 
３）株主総会において決議する議案等のまとめ 
 
 
 

 

・ 株主提案権について、20 件程度が付議されている。株主提案行使件数として、１件が

89%であるが、5 個以上の株主提案が行われているケースもある。提案議案内容として

は、定款変更議案が一番多い。（総１８２・総会③） 
・ 株主提案をした株主の属性としては、個人株主に次ぎ、市民団体・NPO 法人が多いと

いう実態がある。（総１８３・総会③） 

（１２．株主提案権について （１）状況 ●日本の株主提案は個人が主、 少数の企業で） 

・ 株主提案権の使われ方として、「社会運動の一環として利用」、「経営陣と対立する大株

主により利用」という２つのケースがこれまで多く見られ、この点の評価については、

様々議論があると思われる。（総１１１・総会②） 

（１２．株主提案権について （１）状況 ●アメリカにおける提案権は対話ツール） 

・ 株主提案について、アメリカと日本では意味合いが異なり、日本では定款変更など株

主総会の決議事項が広いが、アメリカでは Say on pay でアンケートをとっているだけに

近い状況。この結果、アメリカではコミュニケーションツールとなりうる。一方、日本

では定款変更議案のような形で法的に決議する必要があるという違いがある。（総２４

３・総会③） 
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