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第８回株主総会プロセスの電子化促進等に関する研究会 
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１．「新たな電子提供制度」に関する提言（※） 

     の概要 
   （※）「株主総会の招集通知関連書類の電子提供の促進・拡大に向けた提言

～企業と株主・投資家との対話を促進するための制度整備」 

       （平成28年4月21日公表） 

 
２．海外の招集通知等に関する法制度 
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「対話促進」に向けた制度整備～株主の個別承諾なしに電子提供できる情報の範囲拡大 

 企業と株主・投資家との対話の充実を図るための環境整備の一環として、 

① 情報提供の充実（株主にとって有用な情報へのリンクや動画提供等の工

夫をやりやすくする） 

② 株主の議案検討期間の拡大 

③ 多数の個人株主とのコミュニケーションの充実 

  が図られるよう、企業による利用が限定的となっている現行制度を見直すべき。 

 

 具体的には、以下の方向で、「新たな電子提供制度」を整備すべき。 

 法制度上においても、インターネットの普及を踏まえ、電子的な手段を通じて 

対話の一層の充実を図る方向で柔軟に見直していくこと 

 制度変更により生じうる不利益がある場合は、適切に手当てが講じられるよ

うにすること 

提言の概要① ～現行制度の見直しを要請 
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「対話促進」に向けた制度整備～株主の個別承諾なしに電子提供できる情報の範囲拡大 

 今後、以下に掲げる諸外国の電子提供制度の共通点を参考にしながら、 

  我が国の株主総会を取り巻く制度環境や実態、 

  企業実務の観点も踏まえ、 

  「新たな電子提供制度」の具体的な制度設計が行われることを期待。 

 【諸外国の電子提供制度の共通点】 

① 株主総会前に提供すべきと法令上要請された全ての情報がインターネット

上で開示されていること、 

② Web アドレス等の必要最低限の情報は書面で株主に通知されること 

③ 企業が当該制度を採用する上で、株主からの個別承諾は要さないこと 

④ 全ての情報を書面で受け取ることを希望する株主は、その旨企業に要請す

る必要があること 

提言の概要② ～諸外国事例を参考に、新たな制度の骨格を提示 



「対話促進」に向けた制度整備～株主の個別承諾なしに電子提供できる情報の範囲拡大 

 研究会では、「新たな電子提供制度」の具体的な制度設計の在り方についても検討。 

 具体的には、主に上場会社に利用されることを念頭に、以下の論点ごとに議論を整理

（両論併記）。 

① 書面提供・電子提供とする情報の範囲 

② 「新たな電子提供制度」と利用手続き（総会決議型/取締役会決議型） 

③ 株主からの書面請求への対応（書面請求権なし/あり） 

 加えて、制度設計に際しての留意点を提示。 

① 企業に選択肢を与える方向で制度を整備すること 

② 企業実務の観点から利用しやすい制度設計にすること 

③ 書面により提供すべき情報は必要最低限にすること 

④ 法定の招集通知期間（現行制度は2週間前）については、情報開示の準備や

監査に要する期間も勘案すること 

⑤ 時間軸を見据えて検討すること（インターネット利用率など） 

 今後、上記を踏まえて、制度の具体化に向けた議論がなされることを期待。 

提言の概要③ ～今後の議論のたたき台として、制度設計の在り方・留意点を提示 
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制度設計の在り方①：書面提供・電子提供とする情報の範囲 

原則書面 ①株主総会の基本的情報 
②法令上、株主総会前に提供すべきと規定された情報が掲載されたWebサイトのアドレス 
③（当分の間）議決権行使書面 

個別承諾なしに
電子提供可能 

上記を除く情報（現行制度上の株主総会参考書類、事業報告、計算書類・連結計算
書類、会計監査報告・監査報告に相当する情報） 

 上記3種類については、株主に提供する必要最低限の情報として、株主からの個別承諾を得ない限り、書面に
より通知する（株主からの個別承諾があれば、電磁的な方法により提供することはできる） 

【理由・考え方】 

 「株主総会の基本的情報」については、株主の利便性や株主にインターネットにアクセスして関係書類を参照しようとする動機
付けという観点から、総会日時・場所、議決権行使手続きに関する情報、議題など、現行制度上の「狭義の招集通知」に相当
する情報を対象とすることが合理的。 

 「Webサイトのアドレス」は、株主総会に関する情報へのアクセス手段を示す重要情報であり、書面通知の対象とするのが適当。 

 「議決権行使書面」に関しては、株主による権利行使のための手段の一つであるとともに、我が国では書面投票制度が定着して
おり、議決権行使書面が株主総会への出席カードとしての役割を担っているという現状もある。株主の利便性や議決権行使率を
確保するという観点からは、当分の間、書面で提供されることが望ましい。 

 
 インターネット環境の変化に応じて電子提供とする範囲をスムーズに変更できるように、例えば以下のように対応してはどうか。 

 定款変更という重い手続を経るのであれば、書面による通知なしに、全ての情報を電子提供するなど、電子提供とする情
報の範囲を企業が選べるようにし、原則書面による通知の範囲を法令上定めないこととする。 

 中長期的には、全ての情報を原則電子提供の対象とすることを視野に、見直し規定を設ける。 

その他の考え方・意見等 

【前提】 法令上総会前に提供すべき情報が全てインターネット上に（まとまった形で）開示されていること。 
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制度設計の在り方②：「新たな電子提供制度」の利用手続き 

Ａ案 株主意思確認手続き（総会決議）を経た上で、新たな制度を利用できるようにする。 

 電子提供に関する個別承諾を得る代わりに、株主意思確認手続き（総会決議）を経るという案。【総会決議型】 

【理由・考え方】 
 手続の透明性確保という観点や、株主との関係性といった実態面を考慮すると、総会決議を経ることで株主の了解を得ておく方

が望ましい。 

 総会決議としては、以下の２つの意見あり。 
   ① 定款変更を支持する意見 
   ② 特別決議を要する定款変更ではなく普通決議で対応できる方が良いとする意見 

   前者①に関しては、現行の会社法上、定款により各企業が電子公告制度やWeb開示によるみなし提供制度の採用を選択でき
るのと同様に、「新たな電子提供制度」を利用できるようにする方がわかりやすいとの指摘あり。 

企業内部の意思決定により、「新たな電子提供制度」を利用できるようにする。 

 米国やカナダのように、取締役会決議など、会社内部の意思決定に基づき「新たな電子提供制度」を利用すると
いう案。【取締役会決議型】 

【理由・考え方】 

 株主に提供すべき対象は情報であり、書面提供とするか、電子提供とするかといった情報提供手段の選択については、制度上、
差を設けるべきではない。 

 インターネットが相当程度普及している中で定款変更という重い手続きを経ることが本当に必要なのかは疑問。 

 定款変更手続きを求めるのはあくまで書面提供を原則とした考え方に基づくものであり、これまでの対面・書面原則を転換し、
「原則ＩＴ」をルール化するとの政府方針にそぐわないのではないか。 

Ｂ案 

【前提】 新たな制度を利用するか否かについては、企業が選択できるようにすること（が適当）。 
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Ａ案 法令上は株主からの書面請求への対応を求めないが、企業が内部で取扱いを定めた上で対応
することとする。 

【理由・考え方】 
 書面であれインターネット経由であれ、株主に何らかの情報を提供することで議決権行使の機会は与えられているのだ

から、特段書面請求への対応を法令上規定せずとも良い。 

 株主意思確認手続き（総会決議、定款変更等）を経て「新たな電子提供制度」を導入するのであれば、株主から
の賛意を得る手続を踏むこととなることため、書面請求への対応を法令上規定せず、企業が内部で取扱いを定めた上
で対応すれば良い。  

   （※）ドイツでは、①招集通知本体は、定款により電子提供に限定でき、②招集通知本体以外の関連書類については、定款の定めが
なくとも、Web開示され手いる場合は書面請求に応じる必要はない。ただし、総会を取り巻く制度環境は国により異なるため一概に
は比較できないとの指摘もある。 

 そもそも企業には株主との円滑かつ良好な関係を構築したいというインセンティブがあることを踏まえると、企業に対応
を委ねたとしても問題はないのではないか。実際、昨年11月に行ったアンケート調査結果においても、新たな電子提供
制度の導入に関する課題として多くの企業（282社中116社（41.1％））の実務担当者が「高齢者などのデジタ
ルデバイド問題」を指摘するなど、株主との関係性を課題と捉える企業は多い。 

 企業により株主構成等も異なるので、企業の判断に委ねた方がより適切な対応を柔軟に講じることが期待されるので
はないか。 

 書面請求への対応を法令上規定した場合、企業実務への影響等により、企業による新たな電子提供制度の利用が
進まず、結果としてインターネット利用による対話促進効果が得られなくなるのではないか。【企業実務への影響は次頁】 

制度設計の在り方③：株主からの書面請求への対応 

 株主の買増請求への対応と同様に、書面請求への対応を各社が株式取扱規程で定めることを推奨する。 
 コーポレート・ガバナンス・コードにより対応を促す。 

企業実務に委ねる場合の具体的な対応案 
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 書面請求への対応を法令上規定した場合、企業による新たな電子提供制度の利用が進まず、結果として

インターネット利用による対話促進効果が得られなくなるのではないか。 
 

 実際、新たな電子提供制度に関して実務面で考えられる課題として「書面請求対応等に関する管理コスト

の問題」を挙げる企業が282社中117社（41.5％）と最も多い。 
 

 もし法令上書面請求への対応が求められると、例えば書面請求権を行使した株主に万が一総会関係書類

が到達していないという事態が生じた場合に総会決議取消のリスクとなるおそれがあること等を理由として、
企業側としては書面請求権の個別管理を正確かつ厳格に行うこととなるため、費用対効果の観点から、こ

れまでどおり書面を一括送付することを選択することとなる可能性もある。 

 
 電子提供を行う方が対話の充実等の面で株主全体にとって好ましいという場合において、書面請求への対

応を法令上定めるといった堅い制度設計にしてしまうと、結果として株主への過剰な保証となり、電子化によ

る効用を減殺しかねないのではないか。 
 

 米国・カナダ・英国をみると、書面請求権は排除されていない一方で、電子提供を軸とする制度（Notice & 

Access制度等）の利用企業は増加している。日本でも同様に、書面請求権を法令上位置づけたとしても
制度の利用は進むのではないかとの指摘もあるが、そもそも我が国の株主総会を取り巻く制度環境（例えば

定足数要件や株主提案権の範囲等）が異なるため株主総会への株主の参加傾向や企業実務の対応に

も差異があると考えられ、一概には比較できないのではないか。 

書面請求への対応を法令上求めた場合の企業実務への影響 

制度設計の在り方③：株主からの書面請求への対応（つづき） 



 

【理由・考え方】 

 いわゆるデジタルデバイドの株主や書面により情報を欲しいという株主の利便性にも配慮すべき。 

 激変緩和という観点から、少なくとも現時点では書面請求権を法令上手当するのが望ましい。 

 紙媒体ならでの利便性（Webにアクセスする手間が不要、情報の一覧性など）もあるので、紙媒体と電子媒
体双方の利点が活かされるよう手当てするのが望ましい。 

 

 ただし、書面請求への対応を法令上求める場合であっても、企業実務への影響等に配慮した内容とすべきという
意見あり。 
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① 一定の場合には書面請求への対応の不備が総会決議の取消事由とならないこととする 

② 書面請求の期限を株主総会の一定期間前とする 

③ 書面請求権を定款変更により排除することができるとする 

④ 書面請求権を時限的なものとする（経過措置を設けることとする等） 

⑤ 書面請求の対象は、例えば現行法上の株主総会参考書類の範囲に限定し、あとは企業の対応に
委ねることとする   など 

法令上、株主からの書面請求への対応を求めるが、企業実務への影響等に配慮した内容
とする。 

Ｂ案 

企業実務への影響等に配慮した書面請求権の内容 

（注）なお、総会決議取消リスクとの関係については、仮に書面請求への対応の不備があったとしても、通常は
現行制度上の裁量棄却に該当すると解釈できるのではないかとの考えも示された。 

制度設計の在り方③：株主からの書面請求への対応（つづき） 



制度設計に際しての留意点 

 「新たな電子提供制度」の具体化に当たっては、制度変更により生じうる不利益があればそれに適切に対処しつ
つも、当該制度を利用しやすい内容とすることで、上場会社が一層の対話充実に取り組めるようにすることが重
要。企業における事務手続きの煩雑さやコスト増を招くような制度では、「新たな電子提供制度」の利用を通
じた対話の一層の充実が図られないことになり得る点については留意すべき。 

 現行制度上2週間前と規定されている招集通知期間につき、「新たな電子提供制度」の下でどのように設定する
かについては、株主による議案検討期間の確保だけではなく、総会前に提供される情報の充実等の観点からも
十分考慮すること。 

 「新たな電子提供制度」の設計上は、書面により提供すべきとする情報の範囲を必要最低限のものに限定する
ことが重要。法令上、書面提供すべき情報の範囲が広がるほど、印刷・封入等の作業時間がかかることに加え、
費用節減効果も得がたくなる。この費用節減効果は、「新たな電子提供制度」を利用して情報提供の充実等
に取り組むインセンティブとなりうるものとして留意すべき。 

 制度設計に際しては、時間軸を見据えた検討も併せて必要である。招集通知等の情報提供の電子化の議論
に際しては、株主に占める高齢層の比率が高く、インターネット利用になじまないのではないかとの懸念がよく聞か
れる。しかし、高齢層のインターネット利用率は、5年前に比べ、60代では約10％ポイント（60代前半：
71.6％→80.2％、60代後半：58.0％→69.8％）、70代では17％ポイント（32.9％→50.2％）と大きく拡大。
こうした状況変化も見据えつつ、「新たな電子提供制度」の具体化に向けた検討を進めるべき。  

 今後、インターネット利用は更に普及していくことが見込まれることから、今後の環境変化に応じて電子提供を行う
範囲や手続きを柔軟に変えていけるよう、企業に選択肢を与える方向で制度を整備していくこと 

  例えば、１）総会決議を経た上で、電子提供の範囲や書面請求への対応を企業が選べるようにする 
       ２）①総会決議型（書面請求権なし）と②取締役会決議型（書面請求権あり）といった２つの制

度を選択できるようにする など 
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１．「新たな電子提供制度」に関する提言（※） 

     の概要 
   （※）「株主総会の招集通知関連書類の電子提供の促進・拡大に向けた提言

～企業と株主・投資家との対話を促進するための制度整備」 

       （平成28年4月21日公表） 

 
２．海外の招集通知等に関する法制度 
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（１）米国のNotice & Access制度①（制度の経緯・目的) 

（出所）(1)あずさ監査法人調べ（26年度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」）、 
      (2)Securities and Exchange Commission 〔SEC〕 Release Nos. 34-56135（Shareholder choice regarding proxy materials, July.26.2007) 

 米国のNotice & Access 制度は、株主への委任状説明書等（日本における招集通知の参考書類、

事業報告・計算書類、議決権行使書に該当）の提供方法として、2009年度から本格導入されたもの。 

 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。 

 ■委任状説明書等（①委任状説明書、②委任状様式、③アニュアルレポ-ト※）の提供方法の変遷  (1) 

※それぞれ、日本の①参考書類、②議決権行使書、③事業報告・計算書類に該当。 

 ■Notice＆Access制度導入の主な目的・効果 (2) 

１．インターネットの効能（versatility）（対話の効率化等）【株主メリット】 
 ・N&Aの導入目的の１つは、インターネットを活用することにより、株主とのコミュニケーション（対話）の効率化等（効率化の結果、企業側も議決権行

使促進に関するコスト削減が可能）を図ることであり、株主にとって以下のメリットが考えられる。 
  a) データ化された資料の方が検索が容易になる 
  b) データのダウンロードにより、表計算ソフト（スプレッドシート等）や分析ツール等を活用した分析を通じて、企業間の比較が容易になる 
  c) インターネットコミュニケーションツールの発展により、株主と企業との対話のみならず、株主間のコミュニケーションを促進し得る 
  d) 企業のwebサイトに情報を集約することにより、株主は株主総会以外の重要情報（ニュースやレポート等）にアクセスする機会を得る 

２．紙プロセスのコスト削減【企業メリット】 
 ・議決権行使に係る書類（アニュアルレポート等）の印刷費用及び郵送費用の削減効果 

３．環境保護【社会メリット】   
 ・紙の生産や郵送は、木材、化石燃料、化学製品（漂白剤、インク等）等を使用するため、それらを低減することによる環境保護効果。 



○ 日本の現行制度における招集通知関係書類の取扱い 

  日本の会社法上、株主総会の招集にあたり、a)招集通知、b)株主総会参考書類、c)招集通知添付書類（事業報告、計算

書類等）、d)議決権行使書を原則※１、２として書面によって株主に通知しなければならないとされている。 

 ※1: 株主の事前の同意がある場合はe-mail等の電磁的な方法による提供が可能。 

  ※2：web開示によるみなし提供の制度により、株主に提供すべき資料の一部について、webサイトに掲載し、そのアドレス等を株主に通知すれば株主に提供されたものとみなされる。 

 
○ Notice & Access制度を採用した場合（イメージ） 

 上場企業等がNotice & Access制度を採用した場合、株主は、以下①～④が記載された通知を郵送で受け取り、当該
Webサイトにアクセス又は紙媒体（又は電子データ）を請求し、議決権行使を実施することとなる。 

① 総会日時・場所等の情報 
② 招集通知関係書類が掲載されているWebアドレス 
③ 紙媒体又は電子データの請求方法 
④ 議案内容の概要等 

 米国のNotice & Access制度は、上場会社等が株主総会の委任状説明書等(注1)をWebサイ
トに掲載した上で、当該Webサイトのアドレス、総会開催日時・場所、議案情報サマリー等が記
載された通知のみを株主に郵送すること（Notice Only Option）を認める制度。 

 上場会社等は、従来どおり、招集通知及び委任状説明書等を紙媒体で株主に送付すること
（Full Set Delivery Option）を選択することも可能。また、上場会社等は、紙媒体で全ての書類を送付
する株主と通知のみを送付する株主を選択できる。 

 なお、株主から委任状説明書等を書面又は電子データで送付するよう請求を受けた場合、上場
会社等は請求を受けた日から３営業日以内に株主に送付しなければならない。（注2） 

注1：日本における招集通知の参考書類、事業報告・計算書類、議決権行使書に該当 

注2：米国では紙媒体又は電子データを請求する際に来年度以降も紙媒体又は電子データで受領する旨を希望すれば、来年度以降に新たな申し込みは不要。 

(１）米国のNotice & Access制度②（制度の概要） 
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14 （出所）Broadridge HP 等 

 カナダのNotice & Access 制度は、株主への委任状説明書等（日本における招集通知の参考書類、事業報告・

計算書類、議決権行使書に該当）の提供方法として、2013年度から本格導入されたもの。 

 米国と同様、インターネットを活用することによる株主とのコミュニケーションの効率化や、コスト削減、
環境負荷軽減等を目的に導入されている。 

 2012年11月29日； Canadian Securities Administration (CSA) がNotice & Access 制度の  
                 導入に向けて法改正の通達を発行。 
       
 2013年2月11日； Notice & Access に関連する法を改正。 

 

 2013年3月1日； Notice & Access の適用開始。 

 ■Notice & Access 制度の導入経緯 

 ■Notice ＆ Access制度の導入目的・効果 

米国と同様、 

 ・ インターネットを活用することによる株主とのコミュニケーションの効率化 

 ・ 紙プロセスのコスト削減 

 ・ 環境保護 等 

を目的として導入。 

（２）カナダのNotice & Access 制度①（経緯・目的） 



■米国制度との相違点 
１．議決権行使書（VIF – Voting Instruction Form）並びに返信用封筒のNotice 同封 
 ・米国N&Aの導入企業において個人株主による議決権行使率が低下したことを受けて、カナダでは notice に VIF 並びに返信用封筒を同封 
 ・VIFを同封することで、個人株主に対して議決権行使を意識付ける目的もあった。 

２．電子行使・郵送返信による行使 
 ・米国N&Aのもとでは 、notice を受け取った株主は原則的に議決権行使を行う際にはインターネットにて行う必要がある（もしくは、紙ベースの資料を

取り寄せる必要がある） 
 ・カナダN&AのもとではVIFが notice に同封されているため、株主は郵送もしくはインターネットのどちらかから議決権を行使することが可能となっている。

電話・FAXによる行使も可能（提供方法は企業側が選択）であり、株主側の議決権行使の選択肢が多くなっている 
 

３．Notice & Access制度の対象となる株主総会 
 ・米国では、企業結合取引（吸収合併、新設合併、株式移転、株式交換等の取引）等を議案とする株主総会においては、Notice & Access制度

は適用除外となっている。 
 ・他方、カナダでは、Notice & Accessを全ての株主総会で利用できる。 

 
（注）2010年4月9日の改正案では、特別総会(注)は除かれていたが、 次のようなコメントに対応するため、特別総会も含めることとしたもの。 

  

  特別総会でない総会に、Notice & Accessを制限すると、 
 投票プロセスがさらに複雑となり、株主が混乱する。 
 取締役や監査人の選任といった「通常の」年次の事項が、重要でないと示唆することとなる。 
 Notice & Accessによって実現する効率性を制限してしまう。 

 

(注)特別総会とは、特別決議が株主に提出された総会をいう(National Instrument 54-101 1.1)。 
     なお連邦会社法では、合併に株主総会の特別決議を要する(Canada Business Corporations Act 183 (5))。] 
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 ■米国とカナダのNotice ＆ Access制度の主な相違点 

(出所)Notice and Request for Comments: Proposed Amendments to NI 51-102 Continuous Disclosure Obligations and Companion Policy 51-102CP Continuous 
Disclosure Obligations 

 米国とカナダのNotice & Access 制度の違いとしては、個人株主の議決権行使率の低下を防ぐ
ため、Noticeに議決権行使書の同封を義務づけたこと等が挙げられる。 

（２）カナダのNotice & Access 制度②（米国制度との相違点） 
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 英国では、2006年会社法により、招集通知等をウェブサイトで提供することについて、事前に株主
に同意通知を郵送等し、28日以内に回答が無かった場合は、当該提供に同意したものとみなされ
る「みなし同意」制度が導入されている。 

 紙媒体が欲しい株主は自ら企業に対して申し込む必要がある。 

2000年； 1985年改正会社法の下、一定の書類（招集通知、アニュアルレポート、議決権行使書等）の電磁的な提
供を可能とした。 

2001年～；他方、デフォルトが紙であり、個々の株主による事前の同意が必要であったため、0.5%～10％の普及率
に留まり、紙媒体の資料の大量印刷・郵送が継続された。 

2007年； 2006年会社法により、会社法に規定されるすべての書類について電子化をデフォルトとし、紙媒体が欲しい
株主は自ら申し出なければならない「みなし同意」制度を導入。 

 ■招集通知関連書類の提供方法の変遷  (1) 

 ■Web開示みなし同意の主な目的・効果 (2) 

１．企業と投資家との対話の充実（即時性・透明性） 
 ・情報の即時性が担保されるとともに、ウェブサイトを活用した株主とのコミュニケーション手法の発展により株主との

対話レベル・質の向上が期待されている。 

２．紙プロセスのコスト削減 

３．環境保護 

（３）英国のWeb開示みなし同意制度①（経緯・目的） 

（出所） (1)Prism Cosec社(www.prismcosec.com) 発行の “Prism Briefing” 2015年8月12日付を参照 
        (2)ICSA “Electronic Communications with Shareholders 2013” を参照 



（３）英国のWeb開示みなし同意制度②（概要） 
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■会社側の手続き 

  １．株主総会決議 
 会社法の規定（Companies Act 2006 Schedule 5) に則り、ウェブサイトにて情報を提供する旨について、株主

の承認（定款変更が必要な場合あり）を得る必要がある。 

  ２．事前同意通知の送付 
 各株主に対してウェブサイトによる情報提供に関して同意を得るための通知を書面で行う必要がある。 
 ウェブサイトでの提供に同意しない株主は、通知の返送をもって、①引き続き紙媒体で情報の提供を受ける

か、②e-mailによる情報提供を受けるかを申し込むことができる。 
 通知を返送しない場合、通知の発送日から28日経過した時点で、ウェブサイトでの提供について同意したと

みなされる（みなし同意）。 

  ３．ウェブ掲載通知の送付 
 企業はウェブサイトに招集通知等の対象情報を掲載した場合、ウェブサイトによる情報提供に同意した株主

に対して、書面（同意がある場合はe-mail等）にて当該情報が掲載された旨を通知する必要がある。 

  ４．書面請求 
 ウェブサイトによる情報提供に同意した株主であっても、株主は企業に紙媒体の資料を請求することができる。

請求があった場合、発行企業は請求のあったその日から21日以内に当該株主に対して紙媒体の資料を送
付する必要がある。（総会日までに送付しなければならないという規定はない） 

■電子化の対象書類 
  会社法で作成が要請されている全ての書類（アニュアルレポート、財務諸表、招集通知等） 

（出所）各国法令等に基づくあずさ監査法人調べ 



（４）ドイツ・フランスの招集通知及び関連書類の提供制度   

 ドイツ・フランスでは、招集通知等の情報を公告又は電子公告で提供した上で、①招集通知本体
については書面で提供することが求められるが、②関連書類（日本の事業報告・計算書類等に
相当）についてはWebサイトに掲載すれば書面提供せずとも良いこととなっている。 
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○ドイツ   
招集通知本体については公告（電子版官報含む）に加え、 
 ・記名株式の場合は名義株主等宛に書面で郵送する。無記名株式の場合は金融機関等宛に書面で郵送し、当該金融機関が 
  株主に転送することが求められる。 
 ・但し、定款に定めれば、電磁的な方法による提供に制限できる。この場合、書面請求に応じる義務はない。 

○フランス 
招集通知本体については公告（電子版官報含む）に加え、 
 ・記名株式の場合は名義株主宛に書面で郵送することが求められるが、無記名株式の場合は、金融機関が株主に招集通知を 
  転送する義務はない模様。  

招集通知本体の提供制度 

○ドイツ 
 年次財務諸表、マネジメントレポート及び監査役会の報告書等を、招集通知の日から会社の事務所で、株主による調査のため

に備え置くこととされている。株主は要求することで、当該書類の写しが書面又は電磁的な方法により即ちに提供される。 
ただし、当該書類が会社のウェブサイトで、同じ期間アクセス可能である場合、会社には事務所への備置き及び株主への提供 
  義務は発生しないこととされている(すなわち、定款に定めずとも、書面請求に応じる必要はない)。 

○フランス 
 会社は財務諸表、マネジメントレポート等を株主に送付又は閲覧可能にすることが求められている。実務的にはウェブサイトに掲

載することが多い。 

関連書類の提供制度 
※両国とも無記名株式の割合が大半を占める。 

（出所）各国法令等に基づくあずさ監査法人調べ 



日本 米国 カナダ 
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 

書面 

電磁的方法※3 

1回目※4 2回目 

公告 

公告 

書面 

電磁的方法※5 

Companies Act 2006 308, 309, 

1144(2), Schedule 5 
Aktiengesetz §121(4),125(1),(2) 

Code de Commerce 

R225-73Ⅰ 

Code de Commerce 

R225-63,225-

67,225-68 

※2 電磁的方法若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。ただし、株主のハードコピーに関する権利が別途定められ
ており、会社は請求を受けた日から21日以内に送付することとなっている（ Companies Act 2006 1145）。 

※3 電磁的方法での提供について定款で定めた場合には、当該方法に制限することができる。 

※4 規制市場における株式の取引が認められている会社の場合。 

※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。 

※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。 

（５）招集通知等に関する諸規定の国際比較 

 ① 招集通知（本体）の送付・提供方法 
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日本 米国※3 カナダ 

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※4） 

書面 
電磁的方法 
      

会社法第301条, 第302条,第437条、第444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※5 

ウェブサイト※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※6 

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(1),1144(2), 

Schedule 5 
Aktiengesetz §175(2)  

Code de Commerce R225-73-1 1項,  

R225-88 1項, 2項 

※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、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、個別注記表など）。 

※3 上場会社で、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  Notice & AccessのNotice Only Optionの場合、会社は3日以内に書面コピーもしくは電子コピーを株主に送付する。 

※5 電磁的方法若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。ただし、株主のハードコピーに関する権利が別途定められ
ており、会社は請求を受けた日から21日以内に送付することとなっている（ Companies Act 2006 1145）。 

※6 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。 
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（５）招集通知等に関する諸規定の国際比較 

 ② 関連書類の送付・提供方法 
 



※0 定めがない場合、「－」としている。 
※1 「電磁的方法」＝事前に同意した株主に対してe-mail等で株主総会関連資料を通知する制度。「ウェブサイト」＝法令で定められた一定の事項についてHPに掲載することを認める制度。 
※2 電磁的方法により送付した場合、株主総会参考書類及び議決権行使書面については、株主の請求があったときは、これらの書類を当該株主に交付しなければならない。 
※3 Notice & AccessのNotice Only Optionの場合、会社は通知(Notice of Internet Availability of Proxy Materials)を株主総会の40日以上前(米国)もしくは30日以上前(カナダ)に送付する。また、請求を受けた日から

3営業日以内に書面コピーもしくは電子コピーを株主に送付する。 
※4 州法で禁止されていない限り(米国)、通知(Notice of Internet Availability of Proxy Materials)は、招集通知と組み合わせる（組み込む）ことができるため、別途招集通知を送付する必要はない。 
※5 「上記以外」の日数は招集通知（狭義）に関する規定。Full Delivery OptionやN＆A制度非採用の場合の参考資料の送付期限について法令上の明記は無いが、少なくともFull Delivery Optionの場合は、株主総会の40

日以上前（米国）又は30日以上前（カナダ）に送付する必要はない。 
※6 電磁的方法若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。ただし、株主のハードコピーに関する権利が別途定められており、会社は請求を受けた日から21日以内に送付することとなっている。 
※7 個別通知を要求する株主及び名簿上の株主に関して、電磁的方法での提供について定款で定めた場合には、当該方法に制限することができる。 
※8 ウェブサイトで提供する場合、株主が要求する場合に送付する義務はない。 
※9 株主が要求する場合、書面又は電磁的方法によって送付する。 21 

（出所）各国法令等に基づく、あずさ監査法人調べ 

日本※1 米国※3 カナダ※3 英国※6 独国 仏国 

電磁的な送付 
・提供方法 

電磁的方法 
ウェブサイト 

Notice & Access 
電磁的方法 

Notice & Access 
電磁的方法 

電磁的方法 
ウェブサイト 

電磁的方法 
ウェブサイト 

電磁的方法 
ウェブサイト 

うち書面請求可能 電磁的方法 Notice & Access Notice & Access 
電磁的方法 
ウェブサイト 

－ ウェブサイト 

招集通知 

要否 ― ―※4 ―※4 要 不要※7 ― 

日数 ― ―※4 ―※4 21日以内 ―※7 ― 

参考情報 

要否 要の場合あり※2 要 要 要 不要※8 要※9 

日数 ― 3営業日以内 3営業日以内 21日以内 ―※8 
株主総会の招集から総

会の5日前 

関連条文 
会社法第301条2
項、302条2項 

Code of Federal 
Regulations  240. 14a-

16 

 NATIONAL 
INSTRUMENT 51-102  
9.1.1 

Companies Act 
2006 1145 ― 

Code de Commerce 
R225-88 

（参考） 
招集通知・参考情報の
送付時期（総会の開
催日前からの日数） 

2週間以上前 

・Notice Only Option： 

40日以上前 

・上記以外： 
10日以上60日以内※5 

・Notice Only 
Option： 

30日以上前 
・上記以外： 
21日以上前 

21日以上前 
（上場会社の招集通知
の場合、20営業日前） 

・招集通知：30日以上
前に公告 

・参考情報：招集通知
の発送日以降に備置 

・招集通知（公告等） 
  (1回目)35日以上前 
  (2回目)15日以上前 
・参考情報 
21日以上前（に開示） 

（５）招集通知等に関する諸規定の国際比較  
 ③ 書面請求の対象・送付期限、必要な招集通知期間 



（５）招集通知等に関する諸規定の国際比較 

 ④ 実質株主の割合と招集通知の送付義務 
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日本 米国 英国 ドイツ フランス 

実質株主名義比率 49.7% 90％程度 80％程度 大半 70%程度 

（注釈） 
 日本：東京証券取引所「株主分布状況調査」の外国人＋信託銀行の合計 
 米国：DTC参加者（90%程度）が全て実質株主扱い 
 英国：Makinson Cowell調査でFTSE100企業のうち、UK、北米、欧州、その他世界の比率の合計値 
 ドイツ：正確な比率はないが、事業法人保有分38%を除く他の株主がほぼ無記名株式保有者と推定すると6割程度 
 フランス：正確な比率はないが事業法人保有分21%＋政府保有分6％を除く他の株主がほぼ無記名株式保有者と推定すると7割程度。なお、株主数ベースでは95%が

無記名株式保有者（Proxinvestヒアリング） 

  日本 米国 英国 独国 仏国 

送付義務 × ○ △ ○ × 

根拠条文 － 
§240.14b-1(d),14b-

2(d) 
会社法145～150 株式法128 － 

（注釈） 
 米国：金融機関は、実質株主に委任状勧誘書類等を転送しなければならない。 

 英国：上場会社等の株式を間接的に保有する株主は、株式名簿上の株主の指名により、会社から年次財務諸表及び報告書等の情報を受領できる。 

 ドイツ：株主のために無記名株式の保管を行う、若しくは記名株式の名簿上の株主である金融機関は、招集通知を当該株主に転送しなければならない。
（ただし、定款の定めにより、招集通知の送付を電磁的な方法に制限できる） 

※なお、ドイツ、フランスでは、招集通知本体以外の添付書類は、Ｗｅｂ提供が可能。ドイツは株主から要請があっても書面提供義務はない。フランスは
、株主から要請（総会の５日前まで）があれば、書面又は電磁的な方法により提供する必要あり。 

 ■各国における実質株主の割合 

 ■実質株主に対する招集通知（本体）の送付義務 
○：送付義務あり、×：送付義務なし、△：実質株主を情報の受領者にできる 


