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※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 
   ・監査役会設置会社又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条第5項）。 

日本 米国 

①年度決算の確定 
△※1 × 

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 

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) 

株主総会プロセスに係る諸規定  

 1.株主総会の決議事項 
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英国 独国 仏国 

①年度決算の確定 

× 
（取締役会が承認） 

×※1 
（監査役会が承認） ○ 

Companies Act 2006  414(1) Aktiengesetz §172 Code de Commerce L225-100 9
項 

②剰余金の配当 
△※2 ○ ○ 

－ Aktiengesetz §119(1)2 Code de Commerce L232-12 1項 

③取締役の選解任 
△※3 × 

（監査役会にて選解任※4） ○ 

Companies Act 2006 168(1) Aktiengesetz §84(1)(3) Code de Commerce L225-18 1項, 
2項 

※1 取締役会と監査役会が、年次財務諸表を株主総会の承認事項としない限り、監査役会が、年次財務諸表を承認する。 
※2 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）。 
※3 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）。 
※4 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（Aktiengesetz101条、103条）。 

株主総会プロセスに係る諸規定  

 1.株主総会の決議事項 
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日本 米国 

④定款変更 
○ △※ 

会社法第466条 ※ 

※ アメリカにおいて、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、
若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)）。 

英国 独国 仏国 

④定款変更 
○ ○ ○ 

Companies Act 2006  21(1) Aktiengesetz§119(1)5,§179(1) Code de Commerce L225-96 1
項 

株主総会プロセスに係る諸規定  
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株主総会プロセスに係る諸規定  

 1.株主総会の決議事項①年度決算の確定 

国名  条文 仮訳 

日本 

会社法第438条 
次の各号に掲げる株式会社においては、取締役は、当該各号に
定める計算書類及び事業報告を定時株主総会に提出し、又は提
供しなければならない。 
一  第四百三十六条第一項に規定する監査役設置会社（取締

役会設置会社を除く。） 第四百三十六条第一項の監査を受
けた計算書類及び事業報告 

二  会計監査人設置会社（取締役会設置会社を除く。） 第四百
三十六条第二項の監査を受けた計算書類及び事業報告 

三  取締役会設置会社 第四百三十六条第三項の承認を受け
た計算書類及び事業報告 

四  前三号に掲げるもの以外の株式会社 第四百三十五条第
二項の計算書類及び事業報告 

２  前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、定
時株主総会の承認を受けなければならない。 

－ 

米国 － － 

英国 

Companies Act 2006  414(1) 
Approval and signing of accounts 
A company’s annual accounts must be approved by the 
board of directors and signed on behalf of the board by a 
director of the company. 

2006年会社法第414条(1) 
財務諸表の承認及び署名 
会社の年次財務諸表は、取締役会の承認を得なくてはならない。
また、取締役会を代表して取締役が署名しなくてはならない。 

独国 

Aktiengesetz172 
Feststellung durch Vorstand und Aufsichtsrat 
Billigt der Aufsichtsrat den Jahresabschluß, so ist dieser 
festgestellt, sofern nicht Vorstand und Aufsichtsrat 
beschließen, die Feststellung des Jahresabschlusses der 
Hauptversammlung zu überlassen. Die Beschlüsse des 
Vorstands und des Aufsichtsrats sind in den Bericht des 
Aufsichtsrats an die Hauptversammlung aufzunehmen. 

株式法第172条 
取締役会と監査役会による承認 
取締役会と監査役会が、年次財務諸表を株主総会の承認事項と
しない限り、監査役会が、年次財務諸表を承認する。当該取締役
会と監査役会の決定は、株主総会宛ての監査役会の報告書に
含めなければならない。 
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株主総会プロセスに係る諸規定  

 1.株主総会の決議事項①年度決算の確定 

国名  条文 仮訳 

仏国 

Code de Commerce L225-100 
②Le conseil d'administration ou le directoire présente à 
l'assemblée son rapport ainsi que les comptes annuels et, le 
cas échéant, les comptes consolidés accompagnés du 
rapport de gestion y afférent.  
 
⑨L'assemblée délibère et statue sur toutes les questions 
relatives aux comptes annuels et, le cas échéant, aux 
comptes consolidés de l'exercice écoulé.  

商法L225-100 
②取締役会又は業務執行役会は, マネジメントレポート及び年次

財務諸表、該当する場合には、連結財務諸表及び連結マネジメ
ントレポートを総会に提出する｡ 
 
 
⑨株主総会は年次財務諸表及び該当する場合には、連結財務
諸表に関する一切の問題を審議しかつ決定する｡ 
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株主総会プロセスに係る諸規定  

 1.株主総会の決議事項②剰余金の配当 

国名  条文 仮訳 

日本 

会社法第454条第1項 
株式会社は、前条の規定による剰余金の配当をしようとするとき
は、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定め
なければならない。 
一  配当財産の種類（当該株式会社の株式等を除く。）及び帳簿

価額の総額  
二  株主に対する配当財産の割当てに関する事項  
三  当該剰余金の配当がその効力を生ずる日  

－ 

米国 － － 

英国 － － 

独国 

Aktiengesetz119 
Rechte der Hauptversammlung 
Die Hauptversammlung beschließt in den im Gesetz und in 
der Satzung ausdrücklich bestimmten Fällen, namentlich 
über  
2.die Verwendung des Bilanzgewinns 

株式法第119条 
株主総会の権利 
(1)株主総会は、この法律や定款で明示されている全ての事項、

特に次の事項を決議する。 
2.分配可能利益の処分 
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株主総会プロセスに係る諸規定  

 1.株主総会の決議事項②剰余金の配当 

国名  条文 仮訳 

仏国 

Code de Commerce L232-12 
①Après approbation des comptes annuels et constatation de 
l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale 
détermine la part attribuée aux associés sous forme de 
dividendes. 
②Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de 
l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait 
apparaître que la société, depuis la clôture de l'exercice 
précédent, après constitution des amortissements et 
provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes 
antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en 
application de la loi ou des statuts et compte tenu du report 
bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des 
acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de 
l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le 
montant du bénéfice défini au présent alinéa. Ils sont répartis 
aux conditions et suivant les modalités fixées par décret en 
Conseil d'Etat. 
③Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus 
énoncées est un dividende fictif. 

商法L232-12 
①年次財務諸表の承認及び配当可能額の存在の確認後、株主
総会は、配当として株主に帰属する金額を決定する。 
 
 
②しかし、期中若しくは年度末に作成されかつ監査済みの貸借
対照表において、前期末以降、必要な減価償却及び引当を行い、
繰越損失及び法律又は定款の適用による積立金として算入され
るべき金額を差し引き、繰越利益を加えた後の金額が利益であ
る場合、財務諸表が承認される前に、期中配当を行うことができ
る。このような配当の前渡は、この規定で定義された利益を上
回ってはならない。また、配当の前渡は、国務院デクレの条件に
基づいて配当されなければならない。 
 
 
 
 
 
③上述の規定に違反して配分されるあらゆる配当は、違法配当
である。 
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株主総会プロセスに係る諸規定  

 1.株主総会の決議事項③取締役の選解任 

国名  条文 仮訳 

日本 

会社法第329条第１項 
役員（取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第三百
七十一条第四項及び第三百九十四条第三項において同じ。）及
び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。  
 
会社法第339条第１項 
役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解
任することができる。 

－ 

米国 

Delaware General Corporation Law  141(k) 
Any director or the entire board of directors may be removed, 
with or without cause, by the holders of a majority of the 
shares then entitled to vote at an election of directors, 
 
Delaware General Corporation Law 216(3) 
Directors shall be elected by a plurality of the votes of the 
shares present in person or represented by proxy at the 
meeting and entitled to vote on the election of directors 

デラウェア州会社法第141条（K) 
取締役の選任において投票する権利を有する株式の過半数の
株主によって、理由の有無に関わらず、取締役又は取締役会の
全役員を解任することが出来る。 
 
デラウェア州会社法第216条（3) 
取締役は、総会への出席又は委任状により代表され、かつ株主
総会において取締役の選任につき議決権を有する株式の議決権
の多数を得た順に選任される。 

英国 

Companies Act 2006 168(1) 
A company may by ordinary resolution at a meeting remove 
a director before the expiration of his period of office, 
notwithstanding anything in any agreement between it and 
him. 

2006年会社法第168条(1) 
会社は、会社と取締役との間の合意事項に関わらず、任期満了
前に株主総会の通常決議によって、取締役を解任することができ
る。 
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株主総会プロセスに係る諸規定  

 1.株主総会の決議事項③取締役の選解任 

国名  条文 仮訳 

独国 

Aktiengesetz84 
Bestellung und Abberufung des Vorstands 
(1) Vorstandsmitglieder bestellt der Aufsichtsrat auf 
höchstens fünf Jahre.  
 
(3) Der Aufsichtsrat kann die Bestellung zum Vorstandsmitglied 
und die Ernennung zum Vorsitzenden des Vorstands widerrufen, 
wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein solcher Grund ist 
namentlich grobe Pflichtverletzung, Unfähigkeit zur 
ordnungsmäßigen Geschäftsführung oder Vertrauensentzug durch 
die Hauptversammlung, es sei denn, daß das Vertrauen aus 
offenbar unsachlichen Gründen entzogen worden ist.  

株式法第84条 
取締役会の選任及び解任 
(1)監査役会は、5年を超えない範囲で、取締役会の役員を任命
する。 
 
(3)監査役会は、正当な理由がある場合、取締役会の役員若しく

は取締役会議長を解任する。当該理由には特に、著しい義務違
反、適切な業務運営ができないこと、若しくは(当該不信任投票が、
明らかに無関係な理由でなされたものでない限り)株主総会によ
る不信任投票が含まれる。 
 

仏国 

Code de Commerce L225-18 
① Les administrateurs sont nommés par l'assemblée 
générale constitutive ou par l'assemblée générale ordinaire. 
Dans le cas prévu à l'article L. 225-16, ils sont désignés dans 
les statuts. La durée de leurs fonctions est déterminée par 
les statuts sans pouvoir excéder six ans. Toutefois, en cas 
de fusion ou de scission, la nomination peut être faite par 
l'assemblée générale extraordinaire.  
 
② Les administrateurs sont rééligibles, sauf stipulation 
contraire des statuts. Ils peuvent être révoqués à tout 
moment par l'assemblée générale ordinaire.  

商法L225-18 
①取締役は、創立総会又は通常総会により任命される｡L225-16
（あずさ注）の場合には、取締役は定款において選任される｡任期
は、定款で定められるが、6年を超えることはできない｡ただし、合

併又は分割の場合、特別総会により取締役の任命を行うことが
できる。 
 
（あずさ注）最初の取締役等の選任 
 
②取締役は、定款に定めがない限り、再任できる｡取締役は、通
常総会により、いつでも解任できる｡ 
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株主総会プロセスに係る諸規定  

 1.株主総会の決議事項④定款変更 

国名  条文 仮訳 

日本 
会社法第466条 
株式会社は、その成立後、株主総会の決議によって、定款を変
更することができる。  

－ 

米国 － － 

英国 
Companies Act 2006  21(1) 
Amendment of articles 
A company may amend its articles by special resolution. 

2006年会社法第21条(1) 
定款変更 
会社は、特別決議によって定款を変更することができる。 

独国 

Aktiengesetz119(1)5, 
Rechte der Hauptversammlung 
(1)Die Hauptversammlung beschließt in den im Gesetz und 
in der Satzung ausdrücklich bestimmten Fällen, namentlich 
über    
5. Satzungsänderungen 
 
Aktiengesetz179 
Beschluß der Hauptversammlung 
(1) Jede Satzungsänderung bedarf eines Beschlusses der 
Hauptversammlung. Die Befugnis zu Änderungen, die nur 
die Fassung betreffen, kann die Hauptversammlung dem 
Aufsichtsrat übertragen. 
(2) Der Beschluß der Hauptversammlung bedarf einer 
Mehrheit, die mindestens drei Viertel des bei der 
Beschlußfassung vertretenen Grundkapitals umfaßt. Die 
Satzung kann eine andere Kapitalmehrheit, für eine 
Änderung des Gegenstands des Unternehmens jedoch nur 
eine größere Kapitalmehrheit bestimmen. Sie kann weitere 
Erfordernisse aufstellen. 

株式法第119条（1）5 
株主総会の権利 
(1)株主総会は、この法律や定款で明示されている全ての事項、

特に次の事項を決議する。 
  5.定款の変更 
 
 
株式法第179条 
株主総会決議 
(1)定款変更は、株主総会の決議を要する。定款の言い回しのみ

に関係する修正を行う権限を、株主総会は監査役会に委任す
ることができる。 

 
(2)株主総会の決議には、決議が行われる株主総会に出席した

株主の株式の四分の三以上を要する。定款で異なる決議要
件を定めることができるが、会社の目的を変更する場合には、
決議要件を引き上げることだけできる。定款で追加の要件を
定めることができる。 
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株主総会プロセスに係る諸規定  

 1.株主総会の決議事項④定款変更 

国名  条文 仮訳 

仏国 

Code de Commerce L225-96 
L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à 
modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Toute 
clause contraire est réputée non écrite. Elle ne peut, toutefois, 
augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve 
des opérations résultant d'un regroupement d'actions 
régulièrement effectué.  

商法L225-96 
①特別総会のみが、定款の一切の規定について変更する権限を
付与される｡これに反する規定は、全て記載がないものとみなさ
れる｡ただし、特別総会は、適法になされた株式併合の結果とし
て生ずる処置を除き、株主の義務を増加することはできない｡ 
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日本 米国 

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 

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

英国 独国 仏国 

決算日から6ヶ月以内 決算日から8ヶ月以内 決算日から6ヶ月以内 

Companies Act 2006 336(1) Aktiengesetz §175(1) Code de Commerce L225-100 1項 

株主総会プロセスに係る諸規定  

 2.株主総会の開催日に係る規定 
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株主総会プロセスに係る諸規定  

 2.株主総会の開催日に係る規定 

国名  条文 仮訳 

日本 
会社法第296条第1項 
定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しな
ければならない。 

－ 

米国 

Delaware General Corporation Law  211 
(c) (略) If the annual meeting for election of directors is not 
held on the date designated therefor or action by written 
consent to elect directors in lieu of an annual meeting has not 
been taken, the directors shall cause the meeting to be held 
as soon as is convenient. If there be a failure to hold the 
annual meeting or to take action by written consent to elect 
directors in lieu of an annual meeting for a period of 30 days 
after the date designated for the annual meeting, or if no date 
has been designated, for a period of 13 months after the 
latest to occur of the organization of the corporation, its last 
annual meeting or the last action by written consent to elect 
directors in lieu of an annual meeting, the Court of Chancery 
may summarily order a meeting to be held upon the 
application of any stockholder or director. (略) 

デラウェア州会社法第211条 
(c) (略) 取締役選任のための年次総会が、指定された日に開催

されない、若しくは年次総会を開催する代わりに取締役選任のた
めの書面決議がなされない場合、取締役は都合が付く限り速や
かに総会を開催しなければならない。年次総会の開催に指定さ
れた日の後30日の間、又は会社の設立、最後の年次総会若しく

は年次総会の代わりに取締役選任のための書面決議がなされ
た後13ヶ月の間に日が指定されていない場合、衡平裁判所は株

主若しくは取締役の申立により、総会を開催すべきことを略式手
続によって命令することができる。(略) 
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株主総会プロセスに係る諸規定  

 2.株主総会の開催日に係る規定 

国名  条文 仮訳 

英国 

Companies Act 2006  336 
Public companies: annual general meeting 
(1)Every public company must hold a general meeting 
as its annual general meeting in each period of 6 
months beginning with the day following its accounting 
reference date (in addition to any other meetings held 
during that period). 

2006年会社法第336条 
公開会社：年次総会 
(1)公開会社は、期末日の翌日以後6ヶ月の間に、（当該期間に

開催されるその他の会議に追加し、）年次総会として、株主総
会を開催しなくてはならない。 

独国 

Aktiengesetz 175 
Einberufung 
(1) Unverzüglich nach Eingang des Berichts des 
Aufsichtsrats hat der Vorstand die Hauptversammlung zur 
Entgegennahme des festgestellten Jahresabschlusses und 
des Lageberichts, eines vom Aufsichtsrat gebilligten 
Einzelabschlusses nach § 325 Abs. 2a des 
Handelsgesetzbuchs sowie zur Beschlußfassung über die 
Verwendung eines Bilanzgewinns, bei einem 
Mutterunternehmen (§ 290 Abs. 1, 2 des 
Handelsgesetzbuchs) auch zur Entgegennahme des vom 
Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses und des 
Konzernlageberichts, einzuberufen. Die Hauptversammlung 
hat in den ersten acht Monaten des Geschäftsjahrs 
stattzufinden. 

株式法第175条 
招集 
(1)取締役会は、監査役会の報告を受けた後速やかに、監査役

会が承認した年次財務諸表、マネジメントレポート、商法第
325条(2a)による個別財務諸表の受入れ、配当可能利益の処
分の決議、（商法第290条第1項及び第2項の）親会社の場合、

連結財務諸表、連結マネジメントレポートの受入れのため、株
主総会の招集通知を発送しなければならない。 
年次株主総会は、会計年度の最初の8ヶ月に開催する。 
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株主総会プロセスに係る諸規定  

 2.株主総会の開催日に係る規定 

国名  条文 仮訳 

仏国 

Code de Commerce L225-100 
L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois 
par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice, sous 
réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. 
Si l'assemblée générale ordinaire n'a pas été réunie dans ce 
délai, le ministère public ou tout actionnaire peut saisir le 
président du tribunal compétent statuant en référé afin 
d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux dirigeants de 
convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire 
pour y procéder.  

商法L225-100 
①通常総会は、裁判所の決定による期間延長の権利を侵すこと
なく、会計年度末から6ヶ月内に年1回以上開催される。通常総会

が当該期間内に開催されなかったときは、検察官又は全ての株
主は、必要な場合には履行遅延罰金のもと、当該総会を招集す
ること又はそれを実行するための受任者を選任することを役員に
命じるために、レフェレ（あずさ注）により決定する権限を有する裁
判所長に提訴することができる｡ 
 
（あずさ注）フランスの裁判制度 
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日本 米国 

株主総会の開催日前 
3ヶ月以内で 

会社が設定した日 

株主総会の開催日前 
10日以上60日以内で 
会社が設定した日 

会社法第124条第1項,第2項 Delaware General Corporation Law §213(a) 

英国 独国※1 仏国※2 

株主総会の開催日から 
48時間以内で会社が設定した時間 

＜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※1 

株主総会の開催日の2営業日前 

Companies Act 2006 360B(2), 
The Uncertificated Securities 

Regulations 2001 41(1) 
Aktiengesetz §123(2)(3) Code de Commerce R225-85Ⅰ 

※1 株主総会に出席するためには、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（名簿に記載されて
いること）が必要。そのため、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。 

※2 株主総会に出席するためには、株主総会開催日の2営業日前までに会社に対して登録（名簿に記載されていること）が必要な模様。 

株主総会プロセスに係る諸規定  

 3.議決権行使の基準日等に係る規定 
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株主総会プロセスに係る諸規定  

 3.議決権行使の基準日等に係る規定 

国名  条文 仮訳 

日本 

会社法第124条 
株式会社は、一定の日（以下この章において「基準日」という。）を
定めて、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されて
いる株主（以下この条において「基準日株主」という。）をその権
利を行使することができる者と定めることができる。  
２  基準日を定める場合には、株式会社は、基準日株主が行使

することができる権利（基準日から三箇月以内に行使するものに
限る。）の内容を定めなければならない。  

－ 

米国 

Delaware General Corporation Law  213 
Fixing date for determination of stockholders of record 
(a) In order that the corporation may determine the 
stockholders entitled to notice of any meeting of stockholders 
or any adjournment thereof, the board of directors may fix a 
record date, which record date shall not precede the date 
upon which the resolution fixing the record date is adopted by 
the board of directors, and which record date shall not be 
more than 60 nor less than 10 days before the date of such 
meeting. If the board of directors so fixes a date, such date 
shall also be the record date for determining the stockholders 
entitled to vote at such meeting unless the board of directors 
determines, at the time it fixes such record date, that a later 
date on or before the date of the meeting shall be the date for 
making such determination. If no record date is fixed by the 
board of directors, the record date for determining 
stockholders entitled to notice of and to vote at a meeting of 
stockholders shall be at the close of business on the day next 
preceding the day on which notice is given, or, if notice is 
waived, at the close of business on the day next preceding 
the day on which the meeting is held.  

デラウェア州会社法第213条 
株主登録の決定基準日 
(a)会社が株主総会の招集や延会の通知を受ける権利を有する

株主を決定することができるように、取締役会は基準日を定める
ことができる。基準日は、取締役会により基準日を定める旨の決
議決定が行われる日よりも先行してはならず、また株主総会の開
催予定日から起算して60日超又は10日未満であってはならない。

取締役会が基準日を定める場合には、取締役会が基準日を定め
る際に、株主総会の日よりも後の日付を決定する日としない限り、
当該基準日は株主総会における議決権の権利を有する株主を
決定する基準日でもある。 
取締役会が基準日を定めない場合には、株主総会の招集通知を
受ける権利や議決権を有する株主を決定する基準日は、当該通
知が出される日の前日の営業の終了時、又は通知が破棄される
場合は、株主総会の開催日の前日の営業の終了時でなければ
ならない。 
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株主総会プロセスに係る諸規定  

 3.議決権行使の基準日等に係る規定 

国名  条文 仮訳 

英国 

Companies Act 2006 360B 
(2)A traded company must determine the right to vote at a 
general meeting of the company by reference to the register 
of members as at a time (determined by the company) that is 
not more than 48 hours before the time for the holding of the 
meeting. 
 
The Uncertificated Securities Regulations 
2001  
Notices of meetings etc. 
41.－(1)  For the purposes of determining which persons are 
entitled to attend or vote at a meeting, and how many votes 
such persons may cast, the participating issuer may specify 
in the notice of the meeting a time, not more than 48 hours 
before the time fixed for the meeting, by which a person must 
be entered on the relevant register of securities in order to 
have the right to attend or vote at the meeting.  

2006年会社法第360B条 
(2)上場会社は、株主総会の開催前48時間以内の時間（会社に

よって決定）における株主名簿を参照して、株主総会で議決する
権利を決定しなければならない。 
 
 
 
無券面化証券規制2001 
招集通知等 
41.-(1) 株主総会への出席権又は議決権を有する株主の決定、

及び各株主が行使できる議決権数を決定するにあたり、発行会
者は、株主総会の日から遡って48時間を超えない範囲で、株主

総会への出席権及び議決権を有するために株主名簿に登録さ
れていなければならない時間を、株主総会の招集通知に明記し
なければならない。 
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株主総会プロセスに係る諸規定  

 3.議決権行使の基準日等に係る規定 

国名  条文 仮訳 

独国 

Aktiengesetz123 
(2) Die Satzung kann die Teilnahme an der 
Hauptversammlung oder die Ausübung des Stimmrechts 
davon abhängig machen, dass die Aktionäre sich vor der 
Versammlung anmelden. Die Anmeldung muss der 
Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten 
Adresse mindestens sechs Tage vor der Versammlung 
zugehen. In der Satzung oder in der Einberufung auf Grund 
einer Ermächtigung durch die Satzung kann eine kürzere, in 
Tagen zu bemessende Frist vorgesehen werden. Der Tag 
des Zugangs ist nicht mitzurechnen. 
 
(3) Bei Inhaberaktien kann die Satzung bestimmen, wie die 
Berechtigung zur Teilnahme an der Versammlung oder zur 
Ausübung des Stimmrechts nachzuweisen ist; Absatz 2 Satz 
5 gilt in diesem Fall entsprechend. Bei börsennotierten 
Gesellschaften reicht ein in Textform erstellter besonderer 
Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende 
Institut aus. Der Nachweis hat sich bei börsennotierten 
Gesellschaften auf den Beginn des 21. Tages vor der 
Versammlung zu beziehen und muss der Gesellschaft unter 
der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse 
mindestens sechs Tage vor der Versammlung zugehen. In 
der Satzung oder in der Einberufung auf Grund einer 
Ermächtigung durch die Satzung kann eine kürzere, in Tagen 
zu bemessende Frist vorgesehen werden. Der Tag des 
Zugangs ist nicht mitzurechnen. Im Verhältnis zur 
Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versammlung oder 
die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den 
Nachweis erbracht hat. 
 

株式法第123条 
(2)株主総会への出席及び議決権の行使には、株主総会以前に、
出席の通知を株主に行うよう定款で定めることができる。 
出席の通知は、株主総会の招集通知に記載された住所へ、株主
総会の少なくとも6日前までに送付されなければならない。 
定款若しくは定款で認められる場合は招集通知で、短い期限を
定めることができる。 
受領日は、この計算に含めない。 
 
 
 
 
(3)無記名株式について、株主総会への出席権及び議決権の証

明をどのように提出するかを、定款で定めることができる。これは、
(2)5文目についても準用される。 
上場会社の場合、株主の株式所有を証明する寄託機関が発行し
た証明書が、十分な証拠となる。 
上場会社の場合、当該証明書は株主総会の21日前に照合され、

株主総会の招集通知に記載された住所へ、株主総会の少なくと
も6日前までに送付されなければならない。 
定款若しくは定款で認められる場合は招集通知で、短い期限を
定めることができる。 
受領日は、この計算に含めない。 
会社との関係で株主と扱われ、株主総会に出席し、議決権を行
使する者は、上記の方法で証明書を提出した株主である。 
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株主総会プロセスに係る諸規定  

 3.議決権行使の基準日等に係る規定 

国名  条文 仮訳 

仏国 

Code de Commerce R225-85 
I.-Il est justifié du droit de participer aux assemblées 
générales des sociétés dont les titres sont admis aux 
négociations sur un marché réglementé ou aux opérations 
d'un dépositaire central par l'inscription en compte des titres 
au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son 
compte en application du septième alinéa de l'article L. 228-1, 
au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, 
heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs 
tenus par la société, soit dans les comptes de titres au 
porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 
211-3 du code monétaire et financier.  
II.-L'inscription des titres dans les comptes de titres au 
porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 
211-3 du code monétaire et financier est constatée par une 
attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas 
échéant par voie électronique dans les conditions prévues à 
l'article R. 225-61, en annexe au formulaire de vote à 
distance ou de procuration ou à la demande de carte 
d'admission établis au nom de l'actionnaire ou pour le 
compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit. 
Une attestation est également délivrée à l'actionnaire 
souhaitant participer physiquement à l'assemblée et qui n'a 
pas reçu sa carte d'admission le deuxième jour ouvré 
précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.  

商法 R225-85 
Ⅰ.規制市場における株式の取引が認められている会社、又は株
主の名若しくはL228-1第7項を適用してその口座に登録されてい

る仲介者の名において中央証券預託機関での取引を認められて
いる会社の総会への出席権は、会社により保持されている記名
証券の口座、又は通貨金融法典L211-3の仲介者により保持され
ている無記名証券の口座において、総会の2営業日前のパリ時
間0時に確認される｡ 
 
 
 
 
Ⅱ.通貨金融法典L211-3の仲介者により保持されている無記名

証券の口座における証券の登録は、当該仲介者により交付され
る参加証明書により、場合によっては、R225-61の要件のもとに

電磁的方法により証明される｡また、当該証明書は、遠隔地投票
若しくは委任状の用紙、又は株主の名において若しくは登録され
た仲介者により代理される株主のために作成された入場証明書
に添付する。 
証明書は、総会に出席することを望み、かつ総会の2営業日前の
パリ時間0時までに入場許可証を受領しなかった株主にも交付さ
れる｡ 
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日本 米国 

効力発生日から3ヶ月以内の 
会社が設定した日 

配当の基準日を定める取締役会決議に先立つ日を設定してはな
らず、かつ配当支払日の60日以内で会社が設定した日 

会社法第124条第1項、第2項 Delaware General Corporation Law §213(c) 

英国 独国 仏国 

－※1 －※2 －※3 

－ － － 

※1 明文なく、各社ごとに異なる。総会日後に設定する例もあるが、総会日の1～2ヶ月程度前の日に設定している例が多い模様。 
※2 配当の基準日としては、実務上、総会日に設定している例が多い模様。 
※3 配当の効力発生日としては、実務上、総会日の1～2週間程度後の日に設定している例が多い模様。 

株主総会プロセスに係る諸規定  

 4.配当に関する基準日等に係る規定 
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株主総会プロセスに係る諸規定  

 4.配当に関する基準日等に係る規定 

国名  条文 仮訳 

日本 

会社法第124条 
株式会社は、一定の日（以下この章において「基準日」という。）を
定めて、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されて
いる株主（以下この条において「基準日株主」という。）をその権
利を行使することができる者と定めることができる。  
２  基準日を定める場合には、株式会社は、基準日株主が行使

することができる権利（基準日から三箇月以内に行使するものに
限る。）の内容を定めなければならない。  

－ 

米国 

Delaware General Corporation Law  213 
(c) In order that the corporation may determine the 
stockholders entitled to receive payment of any dividend or 
other distribution or allotment of any rights or the 
stockholders entitled to exercise any rights in respect of any 
change, conversion or exchange of stock, or for the purpose 
of any other lawful action, the board of directors may fix a 
record date, which record date shall not precede the date 
upon which the resolution fixing the record date is adopted, 
and which record date shall be not more than 60 days prior to 
such action. If no record date is fixed, the record date for 
determining stockholders for any such purpose shall be at 
the close of business on the day on which the board of 
directors adopts the resolution relating thereto. 

デラウェア州会社法第213条 
(c) 会社が、配当金又はその他の配分、又は権利の分配を受け

る権利を有する株主、株式の変更、取換又は交換に関して、又は
その他の適法な行為のために権利行使する株主を決めるため、
取締役会は、基準日を決定することができる。当該基準日は、基
準日を決定する決議を採択する日以前であってはならず、また、
そのような行為の60日より前であってはならない。基準日が設定

されない場合、そのような目的のために株主を決定する基準日
は、取締役会がそれに関する決議を行う日の営業の終了時とす
る。 

英国 － － 

独国 － － 

仏国 － － 
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日本 米国 

  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 

会社法第298条第1項, 第299条第4項 Delaware General Corporation Law §222(a) 

株主総会プロセスに係る諸規定  

 5.招集通知（本体）に係る規定 ①記載事項 
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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

の概要 
 

＜上場会社の場合＞上記に加えて、 
 株主総会に出席し、議決権行使

する方法 
 第311A条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 
 電子的な手段等による投票手続 
 第319A条による質問権 等 

 会社名及び所在地 
 日時及び場所 
 議題 
 
＜上場会社の場合＞上記に加えて、 
 株主総会に出席し、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 
 
 株主総会に出席し、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 Aktiengesetz §121(3) Code de Commerce 
R225-73Ⅰ 

Code de Commerce 
R225-66 

※ 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、BALOに掲載。 

株主総会プロセスに係る諸規定  

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

 5.招集通知（本体）に係る規定 ①記載事項 

国名  条文 仮訳 

日本 

会社法第298条第1項 
取締役（前条第四項の規定により株主が株主総会を招集する場
合にあっては、当該株主。次項本文及び次条から第三百二条ま
でにおいて同じ。）は、株主総会を招集する場合には、次に掲げ
る事項を定めなければならない。  
一 株主総会の日時及び場所 
二   株主総会の目的である事項があるときは、当該事項 
三  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 
四  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 
五  前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項 

 
会社法第299条 
株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の二週間
（前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除
き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間（当該株式会社
が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これ
を下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間））前ま
でに、株主に対してその通知を発しなければならない。  
２ 次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければなら

ない。 
 一  前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合  
二  株式会社が取締役会設置会社である場合  
３  取締役は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で

定めるところにより、株主の承諾を得て、電磁的方法により通知
を発することができる。この場合において、当該取締役は、同項
の書面による通知を発したものとみなす。  
４  前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、
又は記録しなければならない。 

－ 
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株主総会プロセスに係る諸規定  

 5.招集通知（本体）に係る規定 ①記載事項 

国名  条文 仮訳 

米国 

Delaware General Corporation Law  222 
Notice of meetings and adjourned meetings 
(a) Whenever stockholders are required or permitted to take 
any action at a meeting, a written notice of the meeting shall 
be given which shall state the place, if any, date and hour of 
the meeting, the means of remote communications, if any, by 
which stockholders and proxy holders may be deemed to be 
present in person and vote at such meeting, the record date 
for determining the stockholders entitled to vote at the 
meeting, if such date is different from the record date for 
determining stockholders entitled to notice of the meeting, 
and, in the case of a special meeting, the purpose or 
purposes for which the meeting is called. 

デラウェア州会社法第222条 
株主総会及び延会に関する通知 
(a) 株主が総会において何らかの行動を要求されているか許可

されている場合は、株主総会の開催場所、該当する場合は、
日時、遠隔の伝達手段、該当する場合は、そのような総会で
株主や代理人本人が出席し、投票したとみなされる方法、そ
の日が総会の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、特別総会の場合、目的若しくは総会が招集される
目的を記載した書面による通知がなされなくてはならない。 

英国 

Companies Act 2006  311 
Contents of notices of meetings 
(1) Notice of a general meeting of a company must state— 
      (a) the time and date of the meeting, and 
      (b) the place of the meeting. 
(2) Notice of a general meeting of a company must state the 
general nature of the business to be dealt with at the meeting. 
In relation to a company other than a traded company, this 
subsection has effect subject to any provision of the 
company's articles. 

2006年会社法第311条 
招集通知の内容 
(1) 会社の総会に関する招集通知には、以下を記載しなくてはな

らない。 
      (a) 総会の日時 
   (b) 総会の開催場所 
(2) 会社の総会に関する招集通知には、総会で取り扱われる議

事の概要を記載しなくてはならない。 
上場会社以外の会社に関しては、本条は会社の定款のあらゆる
規定に従うことを条件として有効である。 
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株主総会プロセスに係る諸規定  

 5.招集通知（本体）に係る規定 ①記載事項 

国名  条文 仮訳 

英国 

(3)Notice of a general meeting of a traded company must 
also include— 

(a)a statement giving the address of the website on which 
the information required by section 311A (traded 
companies: publication of information in advance of 
general meeting) is published; 
(b)a statement— 

(i)that the right to vote at the meeting is determined by 
reference to the register of members, and 
(ii)of the time when that right will be determined in 
accordance with section 360B(2) (traded companies: 
share dealings before general meetings); 

(c)a statement of the procedures with which members 
must comply in order to be able to attend and vote at the 
meeting (including the date by which they must comply); 
(d)a statement giving details of any forms to be used for 
the appointment of a proxy; 
(e)where the company offers the facility for members to 
vote in advance (see section 322A) or by electronic 
means (see section 360A), a statement of the procedure 
for doing so (including the date by which it must be done, 
and details of any forms to be used); and 
(f)a statement of the right of members to ask questions in 
accordance with section 319A (traded companies: 
questions at meetings). 

(3)上場会社の株主総会の招集通知には、以下も含める必要が
ある。 

(a)第311A条（上場会社：株主総会前の情報の公表）で求めら
れる情報が掲載されているウェブサイトのアドレスの記載 

 
 
(b)次の記載 

(i)株主総会での議決権は、株主名簿を参照して決定してい
る。 

(ii)第360B条(2)に従って権利が決定される時間（上場会
社：株主総会前の株式取引） 

 
(c)株主が株主総会に出席し議決するために従うべき手続に

関する記載（従うべき日付を含む） 
 
(d)代理人を指名する際に使用する様式の詳細に関する記載 
 
(e)事前（第322A条）若しくは電子的な手段（第360A条）で投

票する手段を会社が提供する場合、手続に関する記載（行
われなければならない日付及び使用すべき様式の詳細を
含む） 

 
(f)第319A条（上場会社：株主総会における質問）に従って株

主が質問する権利に関する記載 
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株主総会プロセスに係る諸規定  

 5.招集通知（本体）に係る規定 ①記載事項 

国名  条文 仮訳 

独国 

Aktiengesetz121 
Allgemeines 
(3)Die Einberufung muss die Firma, den Sitz der Gesellschaft 
sowie Zeit und Ort der Hauptversammlung enthalten. Zudem 
ist die Tagesordnung anzugeben. Bei börsennotierten 
Gesellschaften hat der Vorstand oder, wenn der Aufsichtsrat 
die Versammlung einberuft, der Aufsichtsrat in der 
Einberufung ferner anzugeben: 1.die Voraussetzungen für 
die Teilnahme an der Versammlung und die Ausübung des 
Stimmrechts sowie gegebenenfalls den Nachweisstichtag 
nach § 123 Abs. 3 Satz 3 und dessen Bedeutung; 
2.das Verfahren für die Stimmabgabe a)durch einen 
Bevollmächtigten unter Hinweis auf die Formulare, die für die 
Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht zu verwenden sind, 
und auf die Art und Weise, wie der Gesellschaft ein 
Nachweis über die Bestellung eines Bevollmächtigten 
elektronisch übermittelt werden kann sowie 
b)durch Briefwahl oder im Wege der elektronischen 
Kommunikation gemäß § 118 Abs. 1 Satz 2, soweit die 
Satzung eine entsprechende Form der 
Stimmrechtsausübung vorsieht; 
3.die Rechte der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 
1, den §§ 127, 131 Abs. 1; die Angaben können sich auf 
die Fristen für die Ausübung der Rechte beschränken, wenn 
in der Einberufung im Übrigen auf weitergehende 
Erläuterungen auf der Internetseite der Gesellschaft 
hingewiesen wird; 
4.die Internetseite der Gesellschaft, über die die 
Informationen nach § 124a zugänglich sind. 

株式法第121条 
一般的な条項 
(3)招集通知には、会社の名称、所在地、株主総会の日時及び場
所を含めなければならない。  
株主総会の議題も含めなければならない。  
上場会社については取締役会、若しくは監査役会が総会を招集
する場合は監査役会が、次の事項を通知に記載する。 
1. 株主総会の出席条件及び議決権の行使条件、また必要に応

じて第123条(3)3文等に従った証明書の提出期限 
 
 

2. 投票方法 
a) 代理による場合は、委任状を発行する際に使用する様式、

及び代理任命に関する証明を電磁的に送付する場合にお
いては、その方法 

   b) 議決権行使に関する様式が定款で定められている場合、
第118条(1)2文に従った、不在投票又は電磁的な伝達手
段 

 
 
 
3. 第122条(2)、第126条(1)、第127条、第131条(1)に従った株

主の権利(招集通知に、会社のウェブサイトに追加説明があ

る旨の記載がある場合、説明は当該権利の行使に関する期
限に限定できる） 

 
 
4.  第124a条の情報が入手できる、会社のウェブサイトのアドレ

ス 
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株主総会プロセスに係る諸規定  

 5.招集通知（本体）に係る規定 ①記載事項 

国名  条文 仮訳 

仏国 

Code de Commerce  R225-73 
I.-Lorsque les actions de la société sont admises aux 
négociations sur un marché réglementé ou ne revêtent pas 
toutes la forme nominative, la convocation mentionnée à 
l'article R. 225-66 est précédée d'un avis publié au Bulletin 
des annonces légales obligatoires, trente-cinq jours au moins 
avant la tenue de l'assemblée générale. Ce délai est ramené 
à quinze jours lorsque l'assemblée générale est convoquée 
en application des dispositions de l'article L. 233-32.  
L'avis mentionné à l'alinéa précédent comporte, outre les 
mentions requises au premier alinéa de l'article R. 225-66, 
les informations suivantes :  
1° Une description claire et précise des procédures que les 
actionnaires doivent suivre pour participer et voter à 
l'assemblée, en particulier des modalités de vote par 
procuration, par correspondance ou par voie électronique ;  
2° Une description claire et précise des modalités 
d'exercice des facultés définies au deuxième alinéa de 
l'article L. 225-105 et au troisième alinéa de l'article L. 225-
108, en particulier l'adresse postale et, le cas échéant, 
l'adresse électronique où peuvent être adressés les points ou 
projets de résolutions et les questions écrites, le délai imparti 
pour leur transmission, la liste des pièces justificatives 
devant être adressées conformément aux dispositions de la 
présente section ;  
3° Sauf dans les cas où la société adresse à tous ses 
actionnaires un formulaire de vote par procuration ou par 
correspondance ou le document unique prévu par le 
troisième alinéa de l'article R. 225-76, les lieux et les 
conditions, notamment de délais, dans lesquels ceux-ci 
peuvent être obtenus et retournés ;  

商法R225-73 
I. 規制市場における株式の取引が認められている場合や記

名式ではない場合、株主総会の開催日の35日以上前に、法
定公告公報(BALO)に掲載される招集通知が、R225-66に
記載の招集通知よりも先行する。 

   前項に記載されている招集通知には、R225-66第1項で要
求される事項に追加して、次の情報を含める。 

 
 
 
 
 
1. 株主が株主総会に出席及び投票するために従うべき手続に

関する明確で正確な説明。特に議決権の代理行使、郵便又
は電磁的方法。 
 

2. L225-105第2項及びL225-108第3項に記載されている権利

行使に関する明確かつ正確な説明。特に議題、議案若しくは
書面による質問を送付する住所若しくはメールアドレス（該当
する場合）、送付期限、当セクションに従って送付される証拠
書類の一覧表。 
 
 
 
 

3. 会社が委任状、郵便による投票用紙又はR225-76第3項所

定の統一書類を全ての株主に送付する場合を除き、これらの
入手・返送場所、要件、期間。 
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株主総会プロセスに係る諸規定  

 5.招集通知（本体）に係る規定 ①記載事項 

国名  条文 仮訳 

仏国 

4° L'adresse du site internet prévu à l'article R. 210-20 sur 
lequel sont diffusées les informations mentionnées à l'article 
R. 225-73-1 et, le cas échéant, celle du site internet prévu à 
l'article R. 225-61 ;  
5° La date d'inscription en compte définie à l'article R. 225-
85, en précisant que seuls pourront participer à l'assemblée 
les actionnaires remplissant à cette date les conditions 
prévues par cet article ;  
6° Le texte des projets de résolution qui seront présentés à 
l'assemblée par le conseil d'administration ou le directoire, 
selon le cas ;  
7° Le lieu et la date de mise à disposition du texte intégral :  
a) Des documents destinés à être présentés à l'assemblée, 
conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-
83 ;  
b) Des projets de résolution présentés, le cas échéant, par 
les actionnaires, ainsi que de la liste des points ajoutés, le 
cas échéant, à l'ordre du jour à leur demande ;  

4. R225-73-1所定の情報を公開するR210-20のウェブサイトの
アドレス及び、該当する場合にはR225-61のウェブサイトのア
ドレス 

 
5. 本条記載の日付において、要件を満たしている株主が株主総

会に出席することができることを明確にする、R225-85で定義
されている基準日 

 
6. 該当する場合は、取締役会又は業務執行役会により、株主総

会に提示される議案 
 
7.  次の書類の全文を閲覧できる場所及び日時 
a) L225-115及びR225-83により、株主総会へ提出される書類 

 
 

b) 該当する場合、株主が提出した議案、及び株主の請求により
議事日程に追加された議題の一覧  

 

31 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000022389862&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006261098&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000029881098&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000029881098&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224907&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006261121&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006261121&dateTexte=&categorieLien=cid


株主総会プロセスに係る諸規定  

 5.招集通知（本体）に係る規定 ①記載事項 

国名  条文 仮訳 

仏国 

Code de Commerce R225-66 
L'avis de convocation comporte la dénomination sociale, 
éventuellement suivie de son sigle, la forme de la société, le 
montant du capital social, l'adresse du siège social, les 
mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237, les 
jour, heure et lieu de l'assemblée, ainsi que sa nature, 
extraordinaire, ordinaire ou spéciale, et son ordre du jour. 
Sous réserve des questions diverses qui ne doivent 
présenter qu'une minime importance, les questions inscrites 
à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu 
et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de 
se reporter à d'autres documents. L'avis de convocation 
indique les conditions dans lesquelles les actionnaires 
peuvent voter par correspondance et les lieux et les 
conditions dans lesquelles ils peuvent obtenir les formulaires 
nécessaires et les documents qui y sont annexés et, le cas 
échéant, l'adresse électronique où peuvent être adressées 
les questions écrites. 

商法R225-66 
通知には、会社名、可能であれば略号、会社の形態、資本の総
額、本社の住所、R123-2371号と2号所定の事項、総会の日時と
場所、臨時、定時又は特別の種類、及び議案。 
重要性の低い事項を除き、議事日程に記載される事項は、他の
書類への参照が不要となるよう、内容と範囲を明確に作成される。 
通知には、郵送による投票ができる条件、株主が必要な用紙や
添付書類を入手できる場所や条件、該当する場合は、書面によ
る質問を送付できるメールアドレスを記載する。 
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日本 米国 

①又は② 
① 書面 
② 電磁的方法※1 

①又は② 
① 書面 
② 電磁的方法※1 

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

英国 独国 仏国 

①、②若しくは③又は①～③の組合わせ 
① 書面 
② 電磁的方法※2 

③ ウェブサイト※2 

①及び②又は③ 
① 公告 
② 書面 
③ 電磁的方法※3 

1回目※4 2回目 

公告 

①若しくは②又は③ 
① 公告 
② 書面 
③ 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。 
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国名  条文 仮訳 

日本 

会社法第299条 
株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の二週間
（前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除
き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間（当該株式会社
が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これ
を下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間））前ま
でに、株主に対してその通知を発しなければならない。  
２ 次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければなら

ない。  
一  前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合  
二  株式会社が取締役会設置会社である場合  
３  取締役は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で

定めるところにより、株主の承諾を得て、電磁的方法により通知
を発することができる。この場合において、当該取締役は、同項
の書面による通知を発したものとみなす。  

－ 
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国名  条文 仮訳 

米国 

Delaware General Corporation Law  222(a), 
Notice of meetings and adjourned meetings 
(a) Whenever stockholders are required or permitted to take 
any action at a meeting, a written notice of the meeting shall 
be given which shall state the place, if any, date and hour of 
the meeting, the means of remote communications, if any, by 
which stockholders and proxy holders may be deemed to be 
present in person and vote at such meeting, the record date 
for determining the stockholders entitled to vote at the 
meeting, if such date is different from the record date for 
determining stockholders entitled to notice of the meeting, 
and, in the case of a special meeting, the purpose or 
purposes for which the meeting is called. 
 
Delaware General Corporation Law  232 
Notice by electronic transmission. 
(a) Without limiting the manner by which notice otherwise 
may be given effectively to stockholders, any notice to 
stockholders given by the corporation under any provision of 
this chapter, the certificate of incorporation, or the bylaws 
shall be effective if given by a form of electronic transmission 
consented to by the stockholder to whom the notice is given. 
Any such consent shall be revocable by the stockholder by 
written notice to the corporation. Any such consent shall be 
deemed revoked if (1) the corporation is unable to deliver by 
electronic transmission 2 consecutive notices given by the 
corporation in accordance with such consent and (2) such 
inability becomes known to the secretary or an assistant 
secretary of the corporation or to the transfer agent, or other 
person responsible for the giving of notice; provided, 
however, the inadvertent failure to treat such inability as a 
revocation shall not invalidate any meeting or other action. 

デラウェア州会社法第222条 
株主総会及び延会に関する通知 
(a) 株主が総会において何らかの行動を要求されているか許可

されている場合は、株主総会の開催場所、該当する場合は、
日時、遠隔の伝達手段、該当する場合は、そのような総会で
株主や代理人本人が出席し、投票したとみなされる方法、総
会での議決権を有する株主を決定する基準日、その日が総
会の招集通知を受ける権利を有する株主を決定する日と異
なる場合及び特別総会の場合、目的若しくは総会が招集され
る目的を記載した、書面による通知がなされなくてはならない。 

 
 
 
 
デラウェア州会社法第232条 
電磁的方法による通知 
(a) 株主に対する通知を効率的に行うことのできるその他の方法

に制限していない限り、この章の規定、定款若しくは付属定
款による会社から株主への通知は、通知される株主が同意し
た電磁的方法で行われる場合、有効である。当該同意は、株
主から会社に対する書面による通知で、取消すことができる。
当該同意は、次の場合に取消されたと見なす。(1)当該同意
にしたがった、会社からの電磁的方法による通知が2度連続
して送付できず、かつ(2)会社の秘書役や秘書役補佐、名義

書換代理人、若しくは通知に責任を有する者が、送付できな
かったことを知った場合。ただし、送付できなかったことを不
注意で取消しと取り扱わなかったとしても、総会や行動は無
効にならない。  
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国名  条文 仮訳 

英国 

Companies Act 2006  308 
Manner in which notice to be given 
Notice of a general meeting of a company must be given— 
(a) in hard copy form, 
(b) in electronic form, or 
(c) by means of a website (see section 309), 
or partly by one such means and partly by another. 
 
Companies Act 2006  309 
Publication of notice of meeting on website 
(1) Notice of a meeting is not validly given by a company by 
means of a website unless it is given in accordance with this 
section. 
(2) When the company notifies a member of the presence of 
the notice on the website the notification must— 
 (a) state that it concerns a notice of a company meeting, 
 (b) specify the place, date and time of the meeting, and 
 (c) in the case of a public company, state whether the 
meeting will be an annual general meeting. 
(3) The notice must be available on the website throughout 
the period beginning with the date of that notification and 
ending with the conclusion of the meeting. 

2006年会社法第308条 
総会の招集通知の提供方法 
会社の総会に関する招集通知は、次の方法で提供される。 
(a) 書面 
(b) 電磁的方法、又は 
(c) ウェブサイトへの掲載 (第309条参照）、 
又は、上記の組み合わせ 
 
2006年会社法第309条 
総会の招集通知のウェブサイトでの公開 
(1) 会社による総会の招集通知は、この規定に従って提供されな

い限り、ウェブサイトへの掲載をもって有効に提供したことに
はならない。 

(2) 会社が、ウェブサイトに総会の招集通知が掲載されているこ
とを株主へ通知する場合、当該通知には次の内容を含めな
ければならない。 

   (a)   総会の招集通知に関することを記載する。 
      (b) 総会の開催場所及び日時を明記する。 
      (c) 公開会社の場合は、総会が年次総会であるかを記載す

る。 
(3)  招集通知は、通知日から総会終了までの期間を通じてウェブ

サイトにおいて閲覧することができるものでなければならない。 
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国名  条文 仮訳 

独国 

Aktiengesetz121 
Allgemeines 
(4) Die Einberufung ist in den Gesellschaftsblättern bekannt 
zu machen. Sind die Aktionäre der Gesellschaft namentlich 
bekannt, so kann die Hauptversammlung mit 
eingeschriebenem Brief einberufen werden, wenn die 
Satzung nichts anderes bestimmt; der Tag der Absendung 
gilt als Tag der Bekanntmachung. Die §§ 125 bis 127 
gelten sinngemäß. 
 
Aktiengesetz125 
Mitteilungen für die Aktionäre und an 
Aufsichtsratsmitglieder 
(1) Der Vorstand hat mindestens 21 Tage vor der 
Versammlung den Kreditinstituten und den Vereinigungen 
von Aktionären, die in der letzten Hauptversammlung 
Stimmrechte für Aktionäre ausgeübt oder die die Mitteilung 
verlangt haben, die Einberufung der Hauptversammlung 
mitzuteilen.  
(2) Die gleiche Mitteilung hat der Vorstand den Aktionären zu 
machen, die es verlangen oder zu Beginn des 14. Tages vor 
der Versammlung als Aktionär im Aktienregister der 
Gesellschaft eingetragen sind. Die Satzung kann die 
Übermittlung auf den Weg elektronischer Kommunikation 
beschränken. 

株式法第121条 
一般的な条項 
(4) 招集通知は、ドイツ連邦官報で行う。知れたる株主には、定

款で他の方法を定めていない限り、株主総会は書留郵便で
招集できる。発送日を掲載日とみなす。第125条から第127
条を同様に適用する。 

 
 
 
 
株式法第125条 
株主及び監査役会のメンバーへの通知 
 
(1) 取締役会は、前年度の株主総会において、株主のために議

決権の行使を行った、又は通知を要求している金融機関及び
株主連合に対して、株主総会の少なくとも21日前に、株主総
会の招集通知を行わなくてはならない。 

   通知日は、この日数に含まれない。 
 
 
(2) 取締役会は、当該要求をしている、若しくは株主総会の14日

前の開始時に株主名簿へ登録されている株主に対して、同
様の情報を提供する。定款で、伝達を電磁的方法に制限でき
る。 
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国名  条文 仮訳 

仏国 

Code de Commerce R225-73 
I.-Lorsque les actions de la société sont admises aux 
négociations sur un marché réglementé ou ne revêtent pas 
toutes la forme nominative, la convocation mentionnée à 
l'article R. 225-66 est précédée d'un avis publié au Bulletin 
des annonces légales obligatoires, trente-cinq jours au 
moins avant la tenue de l'assemblée générale. Ce délai est 
ramené à quinze jours lorsque l'assemblée générale est 
convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-
32.  
L'avis mentionné à l'alinéa précédent comporte, outre les 
mentions requises au premier alinéa de l'article R. 225-66, 
les informations suivantes :  

商法R225-73 
I. 規制市場における株式の取引が認められている場合や記

名式ではない場合、株主総会の開催日の35日以上前に、法
定公告公報(BALO) に掲載される招集通知が、R225-66に
記載の招集通知よりも先行する。 

   前項に記載されている招集通知には、R225-66の第1項で
要求される事項に追加して、次の情報を含める。 
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国名  条文 仮訳 

仏国 

Code de Commerce R225-63 
Les sociétés qui entendent recourir à la communication 
électronique en lieu et place d'un envoi postal pour satisfaire 
aux formalités prévues aux articles R. 225-67, R. 225-68, R. 
225-72, R. 225-74, R. 225-88 et R. 236-3 soumettent une 
proposition en ce sens aux actionnaires inscrits au nominatif, 
soit par voie postale, soit par voie électronique. Les 
actionnaires intéressés peuvent donner leur accord par voie 
postale ou électronique.  
En l'absence d'accord de l'actionnaire, au plus tard trente 
cinq jours avant la date de la prochaine assemblée générale, 
la société a recours à un envoi postal pour satisfaire aux 
formalités prévues aux articles R. 225-67, R. 225-68, R. 225-
72, R. 225-74, R. 225-88 et R. 236-3.  
Les actionnaires qui ont consenti à l'utilisation de la voie 
électronique peuvent demander le retour à un envoi postal 
trente cinq jours au moins avant la date de l'insertion de l'avis 
de convocation mentionné à l'article R. 225-67, soit par voie 
postale, soit par voie électronique. 

商法R225-63 
郵便ではなく電磁的方法を使用する会社は、R225-67、R225-68、
R225-72、R225-74、R225-88、R236-3 所定の手順を満たすよ

う、郵便又は電磁的方法で登録株主に提案書を送らなければな
らない。株主は、郵便又は電磁的方法で承認をすることができる。 
次の総会の開催日の少なくとも35日前までに株主からの同意が
得られない場合、会社はR225-67、R225-68、R225-72、R225-
74、R225-88、R236-3所定の手順を満たすよう、郵便を使用す
る。 
電磁的方法の使用に同意した株主は、R225-67所定の通知日の
35日前までに、郵便又は電磁的方法で、郵便に戻すことができる。 

39 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006261104&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006261109&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006261109&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006261126&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006265249&dateTexte=&categorieLien=cid


株主総会プロセスに係る諸規定  

 5.招集通知（本体）に係る規定 ②送付・提供方法 

国名  条文 仮訳 

仏国 

Code de Commerce R225-67 
L'avis de convocation est inséré dans un journal habilité à 
recevoir les annonces légales dans le département du siège 
social et, en outre, si les actions de la société sont admises 
aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses 
actions ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des 
annonces légales obligatoires.  
Si toutes les actions de la société sont nominatives, les 
insertions prévues à l'alinéa précédent peuvent être 
remplacées par une convocation faite, aux frais de la société, 
par lettre simple ou recommandée adressée à chaque 
actionnaire. Cette convocation peut également être 
transmise par un moyen électronique de télécommunication 
mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 
225-63, à l'adresse indiquée par l'actionnaire. 
 
Code de Commerce R225-68 
Les actionnaires titulaires de titres nominatifs depuis un mois 
au moins à la date de l'insertion de l'avis de convocation 
prévue au premier alinéa de l'article R. 225-67 sont 
convoqués à toute assemblée par lettre ordinaire. Sous la 
condition d'adresser à la société le montant des frais de 
recommandation, ils peuvent demander à être convoqués 
par lettre recommandée. Cette convocation peut également 
être transmise par un moyen électronique de 
télécommunication mis en oeuvre dans les conditions 
mentionnées à l'article R. 225-63, à l'adresse indiquée par 
l'actionnaire. 

商法R225-67 
①招集通知は、本店所在の県で、法定公告を掲載する資格のあ
る新聞に、さらに、規制市場における株式の取引が認められてい
る場合や会社の全株式が記名式でない場合、BALOにも掲載さ
れる。 
②会社の全株式が記名式である場合、前項の掲載は、各株主に
対し会社の費用で送付する、普通郵便か書留郵便による招集通
知に代えることができる。 
当該通知は、R225-63所定の条件の下で、株主が示したアドレス
に、遠隔通信による電磁的方法を使用して送付することもできる。 
 
 
 
 
 
 
商法R225-68 
R225-67第1項所定の招集通知の掲載日の少なくとも1ヶ月以上

前から記名証券を保有する株主は、普通郵便で全ての総会に招
集される。書留料金を会社に送付することを条件として、株主は
書留郵便で招集することを依頼できる。 
当該通知は、R225-63所定の条件の下で、株主が示したアドレス
に、遠隔通信による電磁的方法を使用して送付することもできる。 
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国名  条文 仮訳 

仏国 

Code de Commerce R225-72 
Tout actionnaire d'une société dont toutes les actions 
revêtent la forme nominative qui veut user de la faculté de 
requérir l'inscription de points ou de projets de résolution à 
l'ordre du jour d'une assemblée peut demander à la société 
de l'aviser, par lettre recommandée ou par un moyen 
électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les 
conditions mentionnées à l'article R. 225-63, à l'adresse 
indiquée par lui, de la date prévue pour la réunion des 
assemblées ou de certaines d'entre elles. La société est 
tenue d'envoyer cet avis, si l'actionnaire lui a adressé le 
montant des frais d'envoi, ou de le lui adresser par un moyen 
électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les 
conditions mentionnées à l'article R. 225-63, à l'adresse 
indiquée par lui.  
 
Les demandes d'inscription de points ou de projets de 
résolution à l'ordre du jour sont envoyées vingt-cinq jours au 
moins avant la date de l'assemblée réunie sur première 
convocation.  
 
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas 
lorsque les actions de la société sont admises aux 
négociations sur un marché réglementé. 

商法R225-72 
①総会の議事日程に議題若しくは決議案の原文の記載を求める
権利行使を望む、全株式が記名式である会社の全ての株主は、 
書留郵便又はR225-63所定の要件を満たした電磁的方法により、

当該株主により指定されたアドレスに、総会又はいくつかの総会
の開催のために予定された日付を通知することを請求することが
できる｡会社は、株主が送料を会社に送付した場合には当該通知
書を送付し、又はR225-63所定の要件を満たした電磁的方法に

より、当該株主により指定されたアドレスに発信しなければならな
い｡ 
 
 
 
 
 
 
②総会の議事日程への議題若しくは決議案の原文の記載の請
求は、最初の招集にもとづいて招集される総会期日の少なくとも
25日前に発せられなければならない｡ 
 
 
③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に
は、本条の規定は適用されない｡ 
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国名  条文 仮訳 

仏国 

Code de Commerce R225-74 
Le président du conseil d'administration ou le directoire 
accuse réception des demandes d'inscription à l'ordre du jour 
de points ou de projets de résolution, par lettre 
recommandée, dans le délai de cinq jours à compter de cette 
réception. Cet accusé de réception peut également être 
transmis par un moyen électronique de télécommunication 
mis en œuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 
225-63, à l'adresse indiquée par l'actionnaire.  
 
Les points et les projets de résolution sont inscrits à l'ordre 
du jour.  
 
Les projets de résolution sont soumis au vote de l'assemblée. 

商法R225-74 
①取締役会長若しくは業務執行取締役は、総会の議事日程への
議題若しくは決議案の原文の記載請求の受領の日から5日以内
に、書留郵便によりその受領を通知する｡当該受領証は、R225-
63所定の要件を満たした電磁的方法により、当該株主により指
定されたアドレスに発信できる｡ 
 
 
 
 
②議題若しくは決議案の原文は、議事日程に記載される｡ 
 
 
③決議案の原文は、株主総会の決議に服する｡ 
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日本 米国 

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 

会社法第299条第1項 Delaware General Corporation Law §222(b) 

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.） 
Aktiengesetz  §123(1) 

Code de 
Commerce R225-

73 Ⅰ 

Code de 
Commerce 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 規制市場における株式の取引が認められている会社の場合。 
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国名  条文 仮訳 

日本 

会社法第299条第1項 
株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の二週間
（前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除
き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間（当該株式会社
が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これ
を下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間））前ま
でに、株主に対してその通知を発しなければならない。  

－ 

米国 

Delaware General Corporation Law  222 
Notice of meetings and adjourned meetings. 
(b) Unless otherwise provided in this chapter, the written 
notice of any meeting shall be given not less than 10 nor 
more than 60 days before the date of the meeting to each 
stockholder entitled to vote at such meeting as of the record 
date for determining the stockholders entitled to notice of the 
meeting. If mailed, notice is given when deposited in the 
United States mail, postage prepaid, directed to the 
stockholder at such stockholder's address as it appears on 
the records of the corporation. An affidavit of the secretary or 
an assistant secretary or of the transfer agent or other agent 
of the corporation that the notice has been given shall, in the 
absence of fraud, be prima facie evidence of the facts stated 
therein. 

デラウェア州会社法第222条 
株主総会及び延会の通知 
(b) この章において別段の定めがない限り、株主総会の招集通

知を受ける株主を決定する基準日において、議決権を有する株
主に対し、株主総会の日の前10日から60日以内に、書面による

通知をなさなければならない。郵送の場合は、料金が前納され、
会社の記録に表示されている株主の住所に宛て、アメリカ合衆国
郵便公社に託されたとき、通知がなされたものとする。 
通知がなされた旨の秘書役、秘書役補佐、名義書換代理人若し
くはその他の代理人による宣誓供述書は、不正でない限り、そこ
に記載された事実の推定的証拠となる。 
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国名  条文 仮訳 

英国 

Companies Act 2006  307 
Notice required of general meeting 
(2) A general meeting of a public company (other than an 
adjourned meeting) must be called by notice of— 
(a) in the case of an annual general meeting, at least 21 

days 
 

The UK Corporate Governance Code E.2.4. 
The company should arrange for the Notice of the AGM and 
related papers to be sent to shareholders at least 20 working 
days before the meeting.  

2006年会社法第307条 
総会に関する必要な通知 
(2)公開会社の株主総会（延会を除く）は、次の通知により招集さ
れる。 
(a)年次株主総会の場合は、21日以上前 
 
 
英国コーポレートガバナンスコードE.2.4. 
会社は、年次株主総会の開催通知及び資料が、総会開催日より
少なくとも20営業日前までに株主に送付されるよう手配すべきで
ある。 

独国 

Aktiengesetz123 
Frist, Anmeldung zur Hauptversammlung, Nachweis 
(1) Die Hauptversammlung ist mindestens dreißig Tage vor 
dem Tage der Versammlung einzuberufen. Der Tag der 
Einberufung ist nicht mitzurechnen. 

株式法第123条 
通知期限、株主総会の出席登録、証明 
(1) 株主総会の招集通知は、総会の少なくとも30日前までに発せ

られなくてはならない。招集通知が発せられた日は、この日数
に含まれない。 
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国名  条文 仮訳 

仏国 

Code de Commerce R225-73 
I.-Lorsque les actions de la société sont admises aux 
négociations sur un marché réglementé ou ne revêtent pas 
toutes la forme nominative, la convocation mentionnée à 
l'article R. 225-66 est précédée d'un avis publié au Bulletin 
des annonces légales obligatoires, trente-cinq jours au moins 
avant la tenue de l'assemblée générale. Ce délai est ramené 
à quinze jours lorsque l'assemblée générale est convoquée 
en application des dispositions de l'article L. 233-32.  
L'avis mentionné à l'alinéa précédent comporte, outre les 
mentions requises au premier alinéa de l'article R. 225-66, 
les informations suivantes :   
 
Code de Commerce R225-69 
Le délai entre la date soit de l‘insertion ou de la dernière des 
insertions contenant un avis de convocation, soit de l’envoi 
des lettres, soit de la transmission de la convocation par 
télécommunication électronique, et la date de l‘assemblée 
est au moins de quinze jours sur première convocation et de 
dix jours sur convocation suivante. （略） 

商法 R225-73 
I. 規制市場における株式の取引が認められている場合や記

名式ではない場合、株主総会の開催日の35日以上前に、法
定公告公報(BALO) に掲載される招集通知が、R225-66に
記載の招集通知よりも先行する。 

   前項に記載されている招集通知には、R225-66の第1項で
要求される事項に追加して、次の情報を含める。 

 
 
 
 
 
 
商法R225-69 
招集通知の掲載日や最終の記載日、又は郵便の発送日や電磁
的方法による招集の伝達日と、総会の開催日は、最初の招集は
15日以上、それ以降は10日以上とする。（略） 
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日本 米国※1 

  事業報告 
  計算書類 
  連結計算書類 
 監査報告書（監査役等、会計監査人） 

 
  株主総会参考書類 
 議決権行使書面 

  年次報告書（Annual report）※2 

 監査報告書（会計監査人） 
 
  委任状説明書（様式14A） 

会社法第301条, 第302条, 第437条第1項, 第444条第6項 
会社計算規則第134条第2項 Code of Federal Regulations 240.14a-3 

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） 
 監査報告書（会計監査人） 

 
 株主総会参考情報（information 

relating to a general meeting of the 
company） 

  （連結）マネジメントレポート 
  （連結）財務諸表 
 監査役会の報告書 

 
 配当可能利益の処分に関する取締役

会の提案 
 

  （連結）マネジメントレポート 
  （連結）財務諸表 
 監査報告書（会計監査人） 

 
 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 

 郵便による投票用紙、委任状による投
票用紙  

Companies Act 2006 311A, 423(1), 471 Aktiengesetz §175(2) Code de Commerce L225-100,  
R225-73-1, R225-81, R225-83 

※1 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 
※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。 
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国名  条文 仮訳 

日本 

会社法第301条  
取締役は、第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項を定め
た場合には、第二百九十九条第一項の通知に際して、法務省令
で定めるところにより、株主に対し、議決権の行使について参考
となるべき事項を記載した書類（以下この款において「株主総会
参考書類」という。）及び株主が議決権を行使するための書面（以
下この款において「議決権行使書面」という。）を交付しなければ
ならない。  
２ 取締役は、第二百九十九条第三項の承諾をした株主に対し

同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定
による株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付に代え
て、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供
することができる。ただし、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。 

 

会社法第437条第1項 
取締役会設置会社においては、取締役は、定時株主総会の招集
の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、前
条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告（同条第一項
又は第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は
会計監査報告を含む。）を提供しなければならない。 

 
会社法第444条第6項 
６  会計監査人設置会社が取締役会設置会社である場合には、
取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、法務省令で定
めるところにより、株主に対し、前項の承認を受けた連結計算書
類を提供しなければならない。 

－ 

48 



株主総会プロセスに係る諸規定  

 6.株主総会において株主に供する資料（参考情報） ①種類 

国名  条文 仮訳 

日本 

会社法第302条 
 取締役は、第二百九十八条第一項第四号に掲げる事項を定め
た場合には、第二百九十九条第一項の通知に際して、法務省令
で定めるところにより、株主に対し、株主総会参考書類を交付し
なければならない。 
２  取締役は、第二百九十九条第三項の承諾をした株主に対し

同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定によ
る株主総会参考書類の交付に代えて、当該株主総会参考書類
に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。た
だし、株主の請求があったときは、株主総会参考書類を当該株主
に交付しなければならない。 
３  取締役は、第一項に規定する場合には、第二百九十九条第

三項の承諾をした株主に対する同項の電磁的方法による通知に
際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、議決権行使
書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければ
ならない。 
４  取締役は、第一項に規定する場合において、第二百九十九

条第三項の承諾をしていない株主から株主総会の日の一週間前
までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提
供の請求があったときは、法務省令で定めるところにより、直ちに、
当該株主に対し、当該事項を電磁的方法により提供しなければ
ならない。 

－ 
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国名  条文 仮訳 

米国 

Code of Federal Regulations  240. 14a-3 
(a) No solicitation subject to this regulation shall be made 
unless each person solicited is concurrently furnished or has 
previously been furnished with: 
(1) A publicly-filed preliminary or definitive proxy statement, 
in the form and manner described in§240.14a-16, containing 
the information specified in Schedule 14A (§240.14a-101); 
(2) A preliminary or definitive written proxy statement 
included in a registration statement filed under the Securities 
Act of 1933 on Form S-4 or F-4 (§239.25 or §239.34 of this 
chapter) or Form N-14 (§239.23 of this chapter) and 
containing the information specified in such Form; or 
(3) A publicly-filed preliminary or definitive proxy statement, 
not in the form and manner described in§240.14a-16, 
containing the information specified in Schedule 14A 
(§240.14a-101), if: 
(i) The solicitation relates to a business combination 
transaction as defined in §230.165 of this chapter, as well 
as transactions for cash consideration requiring disclosure 
under Item 14 of §240.14a-101. 
(ii) The solicitation may not follow the form and manner 
described in §240.14a-16 pursuant to the laws of the state 
of incorporation of the registrant; 
(b) If the solicitation is made on behalf of the registrant, other 
than an investment company registered under the Investment 
Company Act of 1940, and relates to an annual (or special 
meeting in lieu of the annual) meeting of security holders, or 
written consent in lieu of such meeting, at which directors are 
to be elected, each proxy statement furnished pursuant to 
paragraph (a) of this section shall be accompanied or 
preceded by an annual report to security holders as follows: 

連邦規則集240.14a-3 
(a)勧誘される各人が同時に次の書類を提供される、若しくは以

前に提供されていない限り、本規則による勧誘を行うことはでき
ない。 
(1)240.14a-16の様式及び方法による、公的に提出された予備
的若しくは確定版の委任状説明書(Schedule 14A (240.14a-
101)の情報を含む) 
(2)1933年証券法による届出書(Form S-4 若しくはF-4 (この章の
239.25 若しくは239.34)若しくはForm N-14 (この章の239.23)に
含まれる予備的若しくは確定版の委任状説明書、及び当該様式
の情報を含む 
 
(3)次の場合には、240.14a-16の様式及び方法によらない、公的
に提出された予備的若しくは確定版の委任状説明書(Schedule 
14A (240.14a-101)の情報を含む) 
 
(i) この章の230.165の企業結合、並びに240.14a-101の14の

開示が必要である現金対価取引に関連する勧誘の場合 
 
 

(ii) 登録者の設立州の法律により、勧誘が240.14a-16の様式
及び方法によらなくてもいい場合 
 

(b)1940年投資会社法の投資会社以外の登録者を代表して勧誘
がなされ、年次総会(若しくは、年次総会の代わりの特別総会)
若しくは総会の代わりの書面による同意に関係し、当該総会
等で取締役が選任される場合、この項の(a)によって提供され

る委任状説明書は、次のようなアニュアルレポートとともに、若
しくはアニュアルレポートが先行して提供される。 
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国名  条文 仮訳 

英国 

Companies Act 2006  311A 
A traded company must ensure that the following information 
relating to a general meeting of the company is made 
available on a website— 
(a)the matters set out in the notice of the meeting; 
(b)the total numbers of— 
(i)shares in the company, and 
(ii)shares of each class, 
in respect of which members are entitled to exercise voting 
rights at the meeting;  
(c)the totals of the voting rights that members are entitled to 
exercise at the meeting in respect of the shares of each 
class; 
(d)members' statements, members' resolutions and 
members' matters of business received by the company after 
the first date on which notice of the meeting is given. 
 
Companies Act 2006  423 
Duty to circulate copies of annual accounts and reports 
(1) Every company must send a copy of its annual accounts 
and reports for each financial year to— 
(a) every member of the company, 
(b) every holder of the company’s debentures, and 
(c) every person who is entitled to receive notice of general 
meetings. 

2006年会社法第311A条 
上場会社は、株主総会に関する次の情報を、ウェブサイトで閲覧
できるようにしなければならない。 
(a) 招集通知の記載事項 
(b) (i) 会社の総株式数、及び 
      (ii) 種類ごとの総株式数 
総会において株主が議決権を有する事項に関しては、 
(c) 種類ごとの株式数に関して、株主が総会で議決権を有する株

式数 
(d) 総会の招集通知が提供された日以降、会社が受領した株主

からの意見書、議案及び議題 
 
 
 
 
 
 
2006年会社法第423条 
年次財務諸表及び報告書の配布に関する義務 
(1) 全ての会社は、各会計年度における年次財務諸表及び報告

書のコピーを、次の者に送付しなければならない。 
  (a) 会社の全株主 
  (b) 会社の社債の全保有者 
  (c) 株主総会の招集通知を受ける権利を有する全ての者 
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国名  条文 仮訳 

英国 

Companies Act 2006  471 
Meaning of “annual accounts” and related expressions 
(1)In this Part a company's “annual accounts”, in relation to a 
financial year, means— 
(a)any individual accounts prepared by the company for that 
year (see section 394), and 
(b)any group accounts prepared by the company for that year 
(see sections 398 and 399). 
This is subject to section 408 (option to omit individual profit 
and loss account from annual accounts where information 
given in group accounts).  
(2)In the case of an unquoted company, its “annual accounts 
and reports” for a financial year are— 
(a)its annual accounts, 
(aa) the strategic report (if any), 
(b)the directors' report, and 
(c)the auditor's report on those accounts, the strategic report 
(where this is covered by the auditor’s report) and the 
directors' report (unless the company is exempt from audit). 
(3)In the case of a quoted company, its “annual accounts and 
reports” for a financial year are— 
(a)its annual accounts, 
(b)the directors' remuneration report, 
(ba) the strategic report (if any), 
(c)the directors' report, and 
(d)the auditor's report on those accounts, on the auditable 
part of the directors' remuneration report, on the strategic 
report (where this is covered by the auditor’s report) and on 
the directors' report. 

2006年会社法第471条 
「年次財務諸表」及び関連文言の意味 
(1)本編において、会社の「年次財務諸表」とは、事業年度との関

係において、次の各号に掲げるものを意味する。 
(a)事業年度の、会社が作成した個別財務諸表（第394条参照） 
  及び 
(b)事業年度の、会社が作成した連結財務諸表（第398条及び第

399条参照） 
第408条（連結財務諸表において情報が開示される場合、年次
財務諸表から個別損益計算書を削除する選択）に従う。 
 
(2)非上場会社の場合、事業年度に関する「年次財務諸表及び報
告書」とは、次の各号に掲げるものをいう。 
(a)年次財務諸表 
(aa)戦略報告書（該当がある場合） 
(b)取締役報告書 
(c)年次財務諸表、戦略報告書（監査報告書の対象の場合）及び

取締役報告書に関する監査人の報告書（会社が監査を免除され
る場合を除く） 
(3)上場会社の場合、事業年度に関する「年次財務諸表及び報告
書」とは、次の各号に掲げるものをいう。 
(a)年次財務諸表 
(b)取締役報酬報告書 
(ba)戦略報告書（該当がある場合） 
(c)取締役報告書 
(d)年次財務諸表、取締役報酬報告書の監査対象部分、戦略報

告書（監査報告書の対象の場合）及び取締役報告書に関する監
査人の報告書（会社が監査を免除される場合を除く） 
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株主総会プロセスに係る諸規定  

 6.株主総会において株主に供する資料（参考情報） ①種類 

国名  条文 仮訳 

独国 

Aktiengesetz175 
Einberufung 
(2) Der Jahresabschluß, ein vom Aufsichtsrat gebilligter 
Einzelabschluss nach § 325 Abs. 2a des 
Handelsgesetzbuchs, der Lagebericht, der Bericht des 
Aufsichtsrats, der Vorschlag des Vorstands für die 
Verwendung des Bilanzgewinns und bei börsennotierten 
Aktiengesellschaften ein erläuternder Bericht zu den 
Angaben nach § 289 Abs. 4 Nr. 1 bis 5 und Abs. 5 sowie § 
315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs sind von der 
Einberufung an in dem Geschäftsraum der Gesellschaft zur 
Einsicht der Aktionäre auszulegen. Auf Verlangen ist jedem 
Aktionär unverzüglich eine Abschrift der Vorlagen zu erteilen. 
Bei einem Mutterunternehmen (§ 290 Abs. 1, 2 des 
Handelsgesetzbuchs) gelten die Sätze 1 und 2 auch für den 
Konzernabschluss, den Konzernlagebericht und den Bericht 
des Aufsichtsrats hierüber. Die Verpflichtungen nach den 
Sätzen 1 bis 3 entfallen, wenn die dort bezeichneten 
Dokumente für denselben Zeitraum über die Internetseite der 
Gesellschaft zugänglich sind. 

株式法第175条 
招集通知 
(2)年次財務諸表、監査役会が承認した商法第325条(2a)による

個別財務諸表、マネジメントレポート、監査役会の報告書、配当
可能利益の処分に関する取締役会の提案、上場会社の場合は、
商法第289条第4項第1文から第5文、第5項及び第315条第4項
による開示に関する説明は、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。 
株主は要求することで、当該書類の写しを即ちに提供される。 
(商法第290条第1項及び第2項の)親会社の場合、第1文及び第2
文は、連結財務諸表、連結マネジメントレポート及びこれらに関
する監査役会の報告書に適用する。 
第1文から第3文の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、第1文から第3文の義務は発生しない。 
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株主総会プロセスに係る諸規定  

 6.株主総会において株主に供する資料（参考情報） ①種類 

国名  条文 仮訳 

仏国 

Code de Commerce L225-100 
Le conseil d'administration ou le directoire présente à 
l'assemblée son rapport ainsi que les comptes annuels et, le 
cas échéant, les comptes consolidés accompagnés du 
rapport de gestion y afférent. 
 
Code de Commerce R225-73-1 
Pendant une période ininterrompue commençant au plus tard 
le vingt et unième jour précédant l'assemblée, les sociétés 
dont les actions sont admises aux négociations sur un 
marché réglementé publient sur le site internet prévu à 
l'article R. 210-20 les informations et documents suivants : 
1° L'avis mentionné à l'article R. 225-73 ; 
2° Le nombre total de droits de vote existant et le nombre 
d'actions composant le capital de la société à la date de la 
publication de l'avis mentionné à l'article R. 225-73, en 
précisant, le cas échéant, le nombre d'actions et de droits de 
vote existant à cette date pour chaque catégorie d'actions ; 
3° Les documents destinés à être présentés à l'assemblée, 
au regard notamment des dispositions des articles L. 225-
115 et R. 225-83 ; 
4° Le texte des projets de résolution qui seront présentés à 
l'assemblée par le conseil d'administration ou le directoire, 
selon le cas ; 
5° Les formulaires de vote par correspondance et de vote 
par procuration ou le document unique prévu par le troisième 
alinéa de l'article R. 225-76, sauf dans les cas où la société 
adresse ces formulaires à tous ses actionnaires.  

商法L225-100 
②取締役会又は業務執行役会は, マネジメントレポート及び年次

財務諸表、該当する場合には、連結財務諸表及び連結マネジメ
ントレポートを総会に提出する｡ 
 
 
商法R225-73-1 
① 遅くとも総会の21日以上前から始まる連続する期間中、規制
市場における株式の取引が認められている会社は、R210-20所
定のインターネットサイト上に次の情報及び文書を掲示する。 
 
1. R.225-73所定の通知書 
2. 種類株式が存在する場合には、各種類株式についてR225-

73所定の通知書の公示日に存する株式数及び議決権数を

明確にして、現存の議決権の総数及びその日に会社資本を
構成する株式数 
 

3. 特に、L225-115及びR225-83の規定に関して、総会への提
出が予定されている文書 

 
4. 取締役会又は場合により業務執行役会により総会に提出さ

れる決議案の原文 
 
5. 郵便による投票用紙及び委任状による投票用紙、又は

R225-76第3項所定の統一書類 
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株主総会プロセスに係る諸規定  

 6.株主総会において株主に供する資料（参考情報） ①種類 

国名  条文 仮訳 

仏国 

Code de Commerce R225-81 
Sont joints à toute formule de procuration adressée aux 
actionnaires par la société ou par le mandataire qu'elle a 
désigné à cet effet, le cas échéant par voie électronique dans 
les conditions définies à l'article R. 225-61 :  
1° L'ordre du jour de l'assemblée ;  
2° Le texte des projets de résolution présentés par le 
conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, ainsi 
que le texte des projets de résolution présentés par des 
actionnaires et les points ajoutés le cas échéant à l'ordre du 
jour à leur demande dans les conditions prévues aux articles 
R. 225-71 à R. 225-74 ;  
3° Un exposé sommaire de la situation de la société 
pendant l'exercice écoulé ;  
4° Une formule de demande d'envoi des documents et 
renseignements mentionnés à l'article R. 225-83, informant 
l'actionnaire qu'il peut demander à bénéficier des 
dispositions du troisième alinéa de l'article R. 225-88 ;  
5° Un formulaire de vote par correspondance comportant le 
rappel des dispositions de l'article L. 225-107 ;  
6° Le rappel de manière très apparente des dispositions 
des articles L. 225-106 à L. 225-106-3 ;  
7° L'indication que l'actionnaire, à défaut d'assister 
personnellement à l'assemblée, peut choisir entre l'une des 
trois formules suivantes :  
a) Donner une procuration dans les conditions de l'article L. 
225-106 ;  
b) Voter par correspondance ;  
c) Adresser une procuration à la société sans indication de 
mandat ;  
8° L'indication qu'en aucun cas l'actionnaire ne peut 
retourner à la société à la fois la formule de procuration et le 
formulaire de vote par correspondance.  

商法R225-81 
会社若しくは任命された受任者、場合によってはR225-61所定の電
磁的方法により、株主に送付された委任状用紙には、以下を付加す
る。 
 
1. 株主総会の議事日程 
2. 取締役会若しくは取締役により提出された議案、該当がある場

合には株主により提出された議案、R225-71からR225-74に
従って、株主の要求により議事日程に追加された事項 
 
 
 

3. 前期の会社の状況に関する要約 
 

4. R225-88の第3項の規定を適用できることを株主に知らせるた
めの、R225-83の第3項に記載されている文書及び情報を請求
するための申請用紙 
 
 

5. L225-107の規定の再掲を含む郵便による投票用紙 
 

6. L225-106からL225-106-3の規定の再掲に関する明示 
 

7. 株主が、株主総会に出席しない場合、以下の3つの方法を選択
することができる旨の記載 

   a) L225-106の条件下での委任状の発行 
   b) 郵送による投票 
   c) 委任の表示なく委任状を会社に送付すること 

 
 
 

8. 委任状用紙と郵便による投票を、同時に返信できない旨 
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株主総会プロセスに係る諸規定  

 6.株主総会において株主に供する資料（参考情報） ①種類 

国名  条文 仮訳 

仏国 

Code de Commerce R225-83 
La société adresse aux actionnaires ou met à leur disposition, 
dans les conditions prévues aux articles R. 225-88 et R. 225-
89, les renseignements suivants contenus dans un ou 
plusieurs documents :  
1° Les nom et prénom usuel, soit des administrateurs et 
directeurs généraux, soit des membres du conseil de 
surveillance et du directoire, ainsi que, le cas échéant, 
l'indication des autres sociétés dans lesquelles ces 
personnes exercent des fonctions de gestion, de direction, 
d'administration ou de surveillance ;  
2° Le texte des projets de résolution présentés par le 
conseil d'administration ou le directoire, selon le cas ;  
3° Le cas échéant, le texte et l'exposé des motifs des 
projets de résolution présentés par des actionnaires ainsi 
que la liste des points ajoutés à l'ordre du jour à leur 
demande ;  
4° Le rapport du conseil d'administration ou du directoire, 
selon le cas, qui sera présenté à l'assemblée ainsi que, le 
cas échéant, les observations du conseil de surveillance ;  
5° Lorsque l'ordre du jour comporte la nomination 
d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance :  
a) Les nom, prénom usuel et âge des candidats, leurs 
références professionnelles et leurs activités 
professionnelles au cours des cinq dernières années, 
notamment les fonctions qu'ils exercent ou ont exercées 
dans d'autres sociétés ;  
b) Les emplois ou fonctions occupés dans la société par les 
candidats et le nombre d'actions de la société dont ils sont 
titulaires ou porteurs ;  

商法R225-83 
R225-88及びR225-89に従って、会社は次の内容の情報を、一又
は複数の文書で、株主に送付するか、閲覧可能にする。 
 
 
1. 取締役会長、業務執行取締役、業務執行役会及び監査役会の

構成員の名前、該当する場合は、これらの者が業務執行、指揮、
管理又は監督の役割を果たす他の会社 
 
 
 

2. 該当する場合は、取締役会又は業務執行役会により提出された
議案 
 

3. 必要に応じて、株主から提示された議案及び説明、及び株主の
要求により議題に追加された項目の一覧表 
 
 

4. 取締役会、場合によっては業務執行役会の報告書、該当がある
場合には、監査役会の意見 
 

5. 議題に取締役又は業務執行役会の役員の選任が含まれている
場合、以下の情報を含めなければならない。 
a) 候補者の名前及び年齢、及び他の会社において果たした役割、

活動を含めた過去5年間の職務履歴 
b) 候補者の会社内での役職及び職務、及び彼らが保有する会社

の株数 
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株主総会プロセスに係る諸規定  

 6.株主総会において株主に供する資料（参考情報） ①種類 

国名  条文 仮訳 

仏国 

6° S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire prévue à 
l'article L. 225-100 :  
a) Les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport 
sur la gestion du groupe, un tableau des affectations de 
résultat précisant notamment l'origine des sommes dont la 
distribution est proposée ;  
b) Les rapports des commissaires aux comptes prévus au 
troisième alinéa des articles L. 225-40 et L. 225-88 et aux 
articles L. 232-3, L. 234-1 et R. 823-7 ;  
c) Les observations du conseil de surveillance, s'il y a lieu ;  
7° S'il s'agit d'une assemblée générale ordinaire prévue à 
l'article L. 225-101, le rapport des commissaires mentionnés 
audit article ;  
8° S'il s'agit d'une assemblée générale extraordinaire ou 
d'une assemblée spéciale prévue à l'article L. 225-99, le 
rapport des commissaires aux comptes, qui sera, le cas 
échéant, présenté à l'assemblée. 

6．L225-100の定時株主総会の場合 
 
a) 財務諸表、連結財務諸表、グループのマネジメントレポート、成

果配分の一覧、特に配当の源泉 
 
 

b) L225-40及びL225-88の第3項、及びL232-3, L234-1とR823-7
の監査人の報告書 
 

c) 該当がある場合、監査役会の意見 
7. L225-101の定時株主総会の場合、監査人の報告書 
 
 
8. 臨時総会又はL225-99の特別総会の場合、必要がある場合に

は、総会で提示される監査人の報告書 
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日本 米国※3 

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） 

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 

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、①種類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若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。 

株主総会プロセスに係る諸規定  

 6.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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株主総会プロセスに係る諸規定  

 6.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 

国名  条文 仮訳 

日本 

会社法第301条  
取締役は、第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項を定め
た場合には、第二百九十九条第一項の通知に際して、法務省令
で定めるところにより、株主に対し、議決権の行使について参考
となるべき事項を記載した書類（以下この款において「株主総会
参考書類」という。）及び株主が議決権を行使するための書面（以
下この款において「議決権行使書面」という。）を交付しなければ
ならない。  
２ 取締役は、第二百九十九条第三項の承諾をした株主に対し
同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定によ
る株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これ
らの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することが
できる。ただし、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。 

－ 
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株主総会プロセスに係る諸規定  

 6.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 

国名  条文 仮訳 

日本 

会社法第302条 
取締役は、第二百九十八条第一項第四号に掲げる事項を定め
た場合には、第二百九十九条第一項の通知に際して、法務省令
で定めるところにより、株主に対し、株主総会参考書類を交付し
なければならない。 
２  取締役は、第二百九十九条第三項の承諾をした株主に対し

同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定によ
る株主総会参考書類の交付に代えて、当該株主総会参考書類
に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。た
だし、株主の請求があったときは、株主総会参考書類を当該株主
に交付しなければならない。 
３  取締役は、第一項に規定する場合には、第二百九十九条第

三項の承諾をした株主に対する同項の電磁的方法による通知に
際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、議決権行使
書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければ
ならない。 
４  取締役は、第一項に規定する場合において、第二百九十九

条第三項の承諾をしていない株主から株主総会の日の一週間前
までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提
供の請求があったときは、法務省令で定めるところにより、直ちに、
当該株主に対し、当該事項を電磁的方法により提供しなければ
ならない。 

－ 
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国名  条文 仮訳 

日本 

会社法施行規則第94条 
株主総会参考書類に記載すべき事項（次に掲げるものを除く。）に係る情報を、当該株主総
会に係る招集通知を発出する時から当該株主総会の日から三箇月が経過する日までの間、
継続して電磁的方法により株主が提供を受けることができる状態に置く措置（第二百二十
二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置
（公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送
信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機
能を有する装置をいう。以下同じ。）を使用する方法によって行われるものに限る。第三項
において同じ。）をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した株主総会参考書類を株
主に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合
に限る。 
一  議案 
二  第七十四条の二第一項の規定により株主総会参考書類に記載すべき事項 
三  第百三十三条第三項第一号に掲げる事項を株主総会参考書類に記載することとして
いる場合における当該事項 
四  次項の規定により株主総会参考書類に記載すべき事項 
五  株主総会参考書類に記載すべき事項（前各号に掲げるものを除く。）につきこの項の

措置をとることについて監査役、監査等委員会又は監査委員会が異議を述べている場合
における当該事項 
２  前項の場合には、株主に対して提供する株主総会参考書類に、同項の措置をとるため

に使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネッ
トにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提
供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲
覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを記
載しなければならない。 
３ 第一項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により株

主が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。 

－ 
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 6.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 

国名  条文 仮訳 

日本 

会社法施行規則第133条 
法第四百三十七条 の規定により株主に対して行う提供事業報告（次の各号に掲げる株式

会社の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。）の提供に関
しては、この条に定めるところによる。 一  株式会社（監査役設置会社及び委員会設置会
社を除く。） 事業報告  
二  監査役設置会社及び委員会設置会社 次に掲げるものイ 事業報告 
ロ 事業報告に係る監査役（監査役会設置会社にあっては監査役会、委員会設置会社に
あっては監査委員会）の監査報告があるときは、当該監査報告（二以上の監査役が存する
株式会社（監査役会設置会社を除く。）の各監査役の監査報告の内容（監査報告を作成し
た日を除く。）が同一である場合にあっては、一又は二以上の監査役の監査報告） 
ハ 前条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨を記載又は記
録をした書面又は電磁的記録 
２  定時株主総会の招集通知（法第二百九十九条第二項 又は第三項 の規定による通知

をいう。以下この条において同じ。）を次の各号に掲げる方法により行う場合には、提供事
業報告は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。 一  書面の提供 次の

イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法イ 提供事業報告が書
面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供 
ロ 提供事業報告が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録され
た事項を記載した書面の提供 
二  電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定

める方法イ 提供事業報告が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事
項の電磁的方法による提供 
ロ 提供事業報告が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録され
た事項の電磁的方法による提供 

－ 
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 6.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 

国名  条文 仮訳 

日本 

３  事業報告に表示すべき事項（次に掲げるものを除く。）に係る情報を、定時株主総会に

係る招集通知を発出する時から定時株主総会の日から三箇月が経過する日までの間、継
続して電磁的方法により株主が提供を受けることができる状態に置く措置（第二百二十二
条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を
使用する方法によって行われるものに限る。）をとる場合における前項の規定の適用につ
いては、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法に
より株主に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがあ
る場合に限る。 一  第百二十条第一項第一号から第八号まで、第百二十一条第一号から

第五号まで及び第八号、第百二十二条第一号並びに第百二十三条第一号及び第二号に
掲げる事項  
二  事業報告に表示すべき事項（前号に掲げるものを除く。）につきこの項の措置をとるこ
とについて監査役又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項  
４  前項の場合には、取締役は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のう

ち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記
号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電
子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられた
ファイルに当該情報を記録することができるものを株主に対して通知しなければならない。  
５  第三項の規定により事業報告に表示した事項の一部が株主に対して第二項各号に定

める方法により提供したものとみなされた場合において、監査役又は監査委員会が、現に
株主に対して提供される事業報告が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告の
一部であることを株主に対して通知すべき旨を取締役に請求したときは、取締役は、その
旨を株主に対して通知しなければならない。  
６ 取締役は、事業報告の内容とすべき事項について、定時株主総会の招集通知を発出

した日から定時株主総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における
修正後の事項を株主に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができ
る。  

７  第三項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により株
主が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。    

－ 
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株主総会プロセスに係る諸規定  

 6.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 

国名  条文 仮訳 

日本 

会社計算規則第133条 
 法第四百三十七条 の規定により株主に対して行う提供計算書

類（次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定め
るものをいう。以下この条において同じ。）の提供に関しては、こ
の条に定めるところによる。 
一  株式会社（監査役設置会社（監査役の監査の範囲を会計に

関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。
次号において同じ。）及び会計監査人設置会社を除く。） 計算書
類  
二 会計監査人設置会社以外の監査役設置会社 次に掲げるも

の 
イ 計算書類 
ロ 計算書類に係る監査役（監査役会設置会社にあっては、監査
役会）の監査報告があるときは、当該監査報告（二以上の監査役
が存する株式会社（監査役会設置会社を除く。）の各監査役の監
査報告の内容（監査報告を作成した日を除く。）が同一である場
合にあっては、一又は二以上の監査役の監査報告） 
ハ 第百二十四条第三項の規定により監査を受けたものとみなさ
れたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録 

－ 
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 6.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 

国名  条文 仮訳 

日本 

三 会計監査人設置会社 次に掲げるもの 
イ 計算書類 
ロ 計算書類に係る会計監査報告があるときは、当該会計監査
報告 
ハ 会計監査人が存しないとき（法第三百四十六条第四項の一 
時会計監査人の職務を行うべき者が存する場合を除く。）は、会
計監査人が存しない旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記
録 
ニ 第百三十条第三項の規定により監査を受けたものとみなされ
たときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録 
ホ 計算書類に係る監査役（監査役会設置会社にあっては監査
役会、委員会設置会社にあっては監査委員会）の監査報告があ
るときは、当該監査報告（二以上の監査役が存する株式会社（監
査役会設置会社を除く。）の各監査役の監査報告の内容（監査報
告を作成した日を除く。）が同一である場合にあっては、一又は二
以上の監査役の監査報告） 
ヘ 前条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたとき
は、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録 
２ 定時株主総会の招集通知（法第二百九十九条第二項 又は

第三項 の規定による通知をいう。以下同じ。）を次の各号に

掲げる方法により行う場合にあっては、提供計算書類は、当
該各号に定める方法により提供しなければならない。  

一  書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当
該イ又はロに定める方法 

イ 提供計算書類が書面をもって作成されている場合 当該書面
に記載された事項を記載した書面の提供 

ロ 提供計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合 当
該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供 
二 電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分

に応じ、当該イ又はロに定める方法 
イ 提供計算書類が書面をもって作成されている場合 当該書面

に記載された事項の電磁的方法による提供 
ロ 提供計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合 当
該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供 

－ 
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 6.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 

国名  条文 仮訳 

日本 

３  提供計算書類を提供する際には、当該事業年度より前の事

業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計
算書に表示すべき事項（以下この項において「過年度事項」とい
う。）を併せて提供することができる。この場合において、提供計
算書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更
その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係
る定時株主総会において承認又は報告をしたものと異なるものと
なっているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げな
い。  
４  提供計算書類に表示すべき事項（個別注記表に係るものに

限る。）に係る情報を、定時株主総会に係る招集通知を発出する
時から定時株主総会の日から三箇月が経過する日までの間、継
続して電磁的方法により株主が提供を受けることができる状態に
置く措置（会社法施行規則第二百二十二条第一項第一号 ロに

掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装
置（公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その
記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又
は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する
装置をいう。以下この章において同じ。）を使用する方法によって
行われるものに限る。）をとる場合における第二項の規定の適用
については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応
じ、当該各号に定める方法により株主に対して提供したものとみ
なす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に
限る。  

－ 
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国名  条文 仮訳 

日本 

５  前項の場合には、取締役は、同項の措置をとるために使用す

る自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部
分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の
符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその
使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容
を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記
録することができるものを株主に対して通知しなければならない。  
６  第四項の規定により計算書類に表示した事項の一部が株主

に対して第二項各号に定める方法により提供したものとみなされ
る場合において、監査役、会計監査人又は監査委員会が、現に
株主に対して提供された計算書類が監査報告又は会計監査報
告を作成するに際して監査をした計算書類の一部であることを株
主に対して通知すべき旨を取締役に請求したときは、取締役は、
その旨を株主に対して通知しなければならない。  
７  取締役は、計算書類の内容とすべき事項について、定時株

主総会の招集通知を発出した日から定時株主総会の前日までの
間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を株
主に周知させる方法を当該招集通知と併せて通知することがで
きる。  
８  第四項の規定は、提供計算書類に表示すべき事項のうち株

主資本等変動計算書又は個別注記表に係るもの以外のものに
係る情報についても、電磁的方法により株主が提供を受けること
ができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。 

－ 
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 6.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 

国名  条文 仮訳 

日本 

会社計算規則第134条 
法第四百四十四条第六項 の規定により株主に対して連結計算

書類の提供をする場合において、定時株主総会の招集通知を次
の各号に掲げる方法により行うときは、連結計算書類は、当該各
号に定める方法により提供しなければならない。  
一 書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該

イ又はロに定める方法 
イ 連結計算書類が書面をもって作成されている場合 当該書面

に記載された事項を記載した書面の提供 
ロ 連結計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合 当
該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供 
二 電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分

に応じ、当該イ又はロに定める方法 
イ 連結計算書類が書面をもって作成されている場合 当該書面

に記載された事項の電磁的方法による提供 
ロ 連結計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合 当
該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供 
２ 前項の連結計算書類に係る会計監査報告又は監査報告があ

る場合において、当該会計監査報告又は監査報告の内容を
も株主に対して提供することを定めたときにおける同項の規
定の適用については、同項第一号イ及びロ並びに第二号イ
及びロ中「連結計算書類」とあるのは、「連結計算書類（当該
連結計算書類に係る会計監査報告又は監査報告を含む。）」
とする。  

３  連結計算書類を提供する際には、当該連結会計年度より前

の連結会計年度に係る連結貸借対照表、連結損益計算書又は
連結株主資本等変動計算書に表示すべき事項（以下この項にお
いて「過年度事項」という。）を併せて提供することができる。この
場合において、連結計算書類の提供をする時における過年度事
項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該連結会計
年度より前の連結会計年度に相当する事業年度に係る定時株
主総会において報告をしたものと異なるものとなっているときは、
修正後の過年度事項を提供することを妨げない。  

－ 

68 



株主総会プロセスに係る諸規定  

 6.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 

国名  条文 仮訳 

日本 

４  連結計算書類（第二項に規定する場合にあっては、当該連結

計算書類に係る会計監査報告又は監査報告を含む。）に表示す
べき事項に係る情報を、定時株主総会に係る招集通知を発出す
る時から定時株主総会の日から三箇月が経過する日までの間、
継続して電磁的方法により株主が提供を受けることができる状態
に置く措置（会社法施行規則第二百二十二条第一項第一号 ロに

掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装
置を使用する方法によって行われるものに限る。）をとる場合に
おける第一項の規定の適用については、当該事項につき同項各
号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により株
主に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨
の定款の定めがある場合に限る。  
５  前項の場合には、取締役は、同項の措置をとるために使用す

る自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部
分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の
符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその
使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容
を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記
録することができるものを株主に対して通知しなければならない。  
６  第四項の規定により連結計算書類に表示した事項の一部が

株主に対して第一項各号に定める方法により提供したものとみな
された場合において、監査役、会計監査人又は監査委員会が、
現に株主に対して提供された連結計算書類が監査報告又は会
計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類の一部
であることを株主に対して通知すべき旨を取締役に請求したとき
は、取締役は、その旨を株主に対して通知しなければならない。  
７  取締役は、連結計算書類の内容とすべき事項について、定

時株主総会の招集通知を発出した日から定時株主総会の前日
までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事
項を株主に周知させる方法を当該招集通知と併せて通知するこ
とができる。  

－ 
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Code of Federal Regulations  240. 14a-16 
(a)(1) A registrant shall furnish a proxy statement pursuant to 
§240.14a-3(a), or an annual report to security holders 
pursuant to §240.14a-3(b), to a security holder by sending 
the security holder a Notice of Internet Availability of Proxy 
Materials, as described in this section, 40 calendar days or 
more prior to the security holder meeting date, or if no 
meeting is to be held, 40 calendar days or more prior to the 
date the votes, consents or authorizations may be used to 
effect the corporate action, and complying with all other 
requirements of this section. 
 
(2) Unless the registrant chooses to follow the full set delivery 
option set forth in paragraph (n) of this section, it must 
provide the record holder or respondent bank with all 
information listed in paragraph (d) of this section in sufficient 
time for the record holder or respondent bank to prepare, 
print and send a Notice of Internet Availability of Proxy 
Materials to beneficial owners at least 40 calendar days 
before the meeting date. 
 
(b)(1) All materials identified in the Notice of Internet 
Availability of Proxy Materials must be publicly accessible, 
free of charge, at the Web site address specified in the notice 
on or before the time that the notice is sent to the security 
holder and such materials must remain available on that Web 
site through the conclusion of the meeting of security holders. 

連邦規則集240. 14a-16 
(a)(1)登録者(注1)は、本条に記載のとおり、株主総会の40日以

上前、若しくは総会が開催されない場合は、コーポレートアクショ
ン(注2)を行うのに必要な議決、同意、承認を得る日の40日以上

前に、「委任状参考資料のインターネットでの入手に関する通知」
を株主に送付し、かつ本条の他の全ての要求事項を遵守するこ
とで、240.14a-3(a)に基づく委任状説明書、若しくは240.14a-
3(b)にて義務づけられている株主宛て年次報告書を株主に提供
する。 
 
 
 
(2)登録者が本条の段落(n)に規定されている「フルセット・デリバ
リー方式(Full Set Delivery Option)」を選択しない限り、登録者

は登録株主若しくは株式の保管業務を受託している銀行が「委
任状参考資料のインターネットでの入手に関する通知」を準備、
印刷、そして少なくとも総会の40日前に実質株主に送付できるよ
うに、本条の段落(d)に掲げられた全ての情報を十分な期間内に

登録株主若しくは株式の保管業務を受託している銀行に提供し
なければならない。 
 
(b)(1) 「委任状参考資料のインターネットでの入手に関する通知」

にて特定された全ての総会資料は、株主に本通知が送付された
日若しくはそれまでに、本通知で指定されたウェブサイトのアドレ
スにて、公衆が無償でアクセスできる状態にしておかなくてはなら
ない。そして、それらの総会資料は、株主総会の終結までウェブ
サイトにて開示されていなければならない。 

(注1)上場会社等、証券をSECに登録し、定期的にSECに報告書を提出している会社。このうち、議決権の勧誘が行われる証券の発行者が対象。 
(注2)資本構成や財務状況に影響する、全ての企業活動（合併、分割や再編成、株式分割等）。  
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(2) All additional soliciting materials sent to security holders 
or made public after the Notice of Internet Availability of 
Proxy Materials has been sent must be made publicly 
accessible at the specified Web site address no later than the 
day on which such materials are first sent to security holders 
or made public. 
 
(3) The Web site address relied upon for compliance under 
this section may not be the address of the Commission's 
electronic filing system. 
 
(4) The registrant must provide security holders with a means 
to execute a proxy as of the time the Notice of Internet 
Availability of Proxy Materials is first sent to security holders. 
 
(c) The materials must be presented on the Web site in a 
format, or formats, convenient for both reading online and 
printing on paper. 
 
(d) The Notice of Internet Availability of Proxy Materials must 
contain the following: 
 
(1) A prominent legend in bold-face type that states 
“Important Notice Regarding the Availability of Proxy 
Materials for the Shareholder Meeting To Be Held on [insert 
meeting date]”; 

(2)「委任状参考資料のインターネットでの入手に関する通知」が

送付された後に、株主に送付された、若しくは公表された全ての
追加の勧誘書類は、それらの資料が株主に最初に送られた日、
若しくは公表された日までに、指定されたウェブサイトのアドレス
にて公衆がアクセスできる状態にしておかなくてはならない。 
 
 
(3)本条に準拠したウェブサイトのアドレスは、証券取引委員会の
電子ファイリングシステムのアドレスとならない場合もある。 
 
 
(4)登録者は、「委任状参考資料のインターネットでの入手に関す

る通知」が株主に最初に送られた時点で、株主が議決権を代理
行使する手段を提供しなければならない。 
 
(c)総会資料はオンライン上での閲覧、若しくは紙への印刷両方
に適した様式でウェブサイト上に提供されなければならない。 
 
 
(d) 「委任状参考資料のインターネットでの入手に関する通知」に
は、次の事項を含めなくてはならない。 
 
(1)表題（「[日付を挿入]に開催される株主総会の委任状参考資
料の入手に関する重要なお知らせ 」 (“Important Notice 
Regarding the Availability of Proxy Materials  for the 
Shareholder Meeting To Be Held on [insert meeting date]”)と
太字で記載したもの） 
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(2) An indication that the communication is not a form for 
voting and presents only an overview of the more complete 
proxy materials, which contain important information and are 
available on the Internet or by mail, and encouraging a 
security holder to access and review the proxy materials 
before voting; 
 
(3) The Internet Web site address where the proxy materials 
are available; 
 
(4) Instructions regarding how a security holder may request 
a paper or e-mail copy of the proxy materials at no charge, 
including the date by which they should make the request to 
facilitate timely delivery, and an indication that they will not 
otherwise receive a paper or e-mail copy; 
 
(5) The date, time, and location of the meeting, or if corporate 
action is to be taken by written consent, the earliest date on 
which the corporate action may be effected; 
 
(6) A clear and impartial identification of each separate 
matter intended to be acted on and the soliciting person‘s 
recommendations, if any, regarding those matters, but no 
supporting statements; 
 
(7) A list of the materials being made available at the 
specified Web site; 

(2)本通知は議決権行使書面ではなく、また重要情報が記載され

た、インターネット若しくは郵送で入手可能な、より詳細な委任状
参考資料の概要を示すものにすぎないこと、並びに株主に対して
議決権行使の前に当該委任状参考資料にアクセスし閲覧するこ
とを推奨する文言 
 
 
(3)委任状参考資料が入手可能なインターネットウェブサイトのア
ドレス 
 
(4)株主が委任状参考資料の書面コピー若しくは電子メールコ

ピーを無償で請求する方法、タイムリーな送付のために株主が請
求すべき日付、請求しなければ委任状参考資料の書面コピー若
しくは電子メールコピーを受け取ることはできない旨 
 
 
(5)総会の日時と場所、若しくはコーポレートアクションに書面で同
意する場合、コーポレートアクションが効力を発する最も早い日 
 
 
(6)付議する各議案に対する明瞭かつ偏りのない記載、該当する

場合には、各議案に対する勧誘者の推奨内容。ただし、支持する
理由は含めない。 
 
 
(7)指定されたウェブサイトにて入手可能な総会資料のリスト 
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(8) A toll-free telephone number, an e-mail address, and an 
Internet Web site where the security holder can request a 
copy of the proxy statement, annual report to security holders, 
and form of proxy, relating to all of the registrant's future 
security holder meetings and for the particular meeting to 
which the proxy materials being furnished relate; 
 
(9) Any control/identification numbers that the security holder 
needs to access his or her form of proxy; 
 
(10) Instructions on how to access the form of proxy, 
provided that such instructions do not enable a security 
holder to execute a proxy without having access to the proxy 
statement and, if required by §240.14a-3(b), the annual 
report to security holders; and 
 
(11) Information on how to obtain directions to be able to 
attend the meeting and vote in person. 
 
(e)(1) The Notice of Internet Availability of Proxy Materials 
may not be incorporated into, or combined with, another 
document, except that it may be incorporated into, or 
combined with, a notice of security holder meeting required 
under state law, unless state law prohibits such incorporation 
or combination. 

(8)株主が、登録者の今後全ての総会、及び提供されている委任

状参考資料に関連する特定の総会についての委任状説明書、
株主宛て年次報告書、委任状用紙を請求することができる無料
の電話番号、電子メールアドレス、インターネットのウェブサイトア
ドレス 
 
 
(9)株主が委任状用紙にアクセスするために必要な管理番号、若
しくは識別番号 
 
(10)委任状用紙へアクセスする方法の説明。ただし、委任状説明
書、及び240.14a-3(b)にて義務付けられている場合には、株主

宛て年次報告書にアクセスすることなしに、株主が議決権を代理
行使できるものであってはならない。 
 
 
(11)総会へ出席し本人が投票するための案内を得る方法に関す
る情報 
 
(e)(1)「委任状参考資料のインターネットでの入手に関する通知」

は、州法にて禁止されていない限り、州法による株主総会招集通
知へ組み込み、若しくは組み合わせることは可能だが、それ以外
の場合、他の書類への組み込み、若しくは組み合わせることはで
きない。 
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(2) The Notice of Internet Availability of Proxy Materials may 
contain only the information required by paragraph (d) of this 
section and any additional information required to be 
included in a notice of security holders meeting under state 
law; provided that: 
 
(i) The registrant must revise the information on the Notice of 
Internet Availability of Proxy Materials, including any title to 
the document, to reflect the fact that: 
(A) The registrant is conducting a consent solicitation rather 
than a proxy solicitation; or 
(B) The registrant is not soliciting proxy or consent authority, 
but is furnishing an information statement pursuant to 
§240.14c-2; and 
 
(ii) The registrant may include a statement on the Notice to 
educate security holders that no personal information other 
than the identification or control number is necessary to 
execute a proxy. 
 
(f)(1) Except as provided in paragraph (h) of this section, the 
Notice of Internet Availability of Proxy Materials must be 
sent separately from other types of security holder 
communications and may not accompany any other 
document or materials, including the form of proxy. 

(2)「委任状参考資料のインターネットでの入手に関する通知」に
は、本条の段落(d)の情報及び州法に基づき株主総会招集通知
に含めるべき追加情報のみを含めることができる。ただし、 
 
 
 
(i)登録者は、次の事項を反映するため、資料の表題を含め、「委

任状参考資料のインターネットでの入手に関する通知」の情報を
修正しなければならない。 
(A) 登録者は委任状勧誘ではなく、同意勧誘を実施している。若
しくは 
(B)登録者は委任状若しくは同意権の勧誘ではなく、240.14c-2に
基づく情報説明書(注)を提供している。 
 
 
(ii)登録者は、議決権の代理行使をするためには、識別番号若し

くは管理番号以外に個人情報は必要ないということを株主に伝え
るための文言を本通知に含めることができる。 
 
 
(f)(1)本条の段落(h)に規定されている場合を除き、「委任状参考

資料のインターネットでの入手に関する通知」は、他の株主宛て
文書とは別に送付しなければならず、委任状用紙を含む他の文
書若しくは資料を添付することはできない。 

(注)委任状の勧誘を行わない場合に、勧誘が行われた場合送付することが必要とされている情報に実質的に等しい情報を提供する書類(1934年証
券取引所法第14条(c))。 
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(2) Notwithstanding paragraph (f)(1) of this section, the 
registrant may accompany the Notice of Internet Availability 
of Proxy Materials with: 
 
(i) A pre-addressed, postage-paid reply card for requesting a 
copy of the proxy materials; 
 
(ii) A copy of any notice of security holder meeting required 
under state law if that notice is not combined with the Notice 
of Internet Availability of Proxy Materials; 
 
(iii) In the case of an investment company registered under 
the Investment Company Act of 1940, the company‘s 
prospectus, a summary prospectus that satisfies the 
requirements of §230.498(b) of this chapter, or a report that 
is required to be transmitted to stockholders by section 30(e) 
of the Investment Company Act (15 U.S.C. 80a-29(e)) and 
the rules thereunder; and 
 
(iv) An explanation of the reasons for a registrant‘s use of the 
rules detailed in this section and the process of receiving 
and reviewing the proxy materials and voting as detailed in 
this section. 

(2)本条の段落(f)(1)にかかわらず、登録者は「委任状参考資料

のインターネットでの入手に関する通知」に次の文書若しくは資
料を添付することができる。 
 
(i)委任状参考資料のコピーを請求するための、住所記入済、郵
便料金支払済みの返信用はがき 
 
(ii)株主総会招集通知が、「委任状参考資料のインターネットでの

入手に関する通知」と組合せされていない場合、州法に基づく株
主総会招集通知のコピー 
 
(iii)1940年投資会社法に基づき登録された投資会社の場合は、
会社の目論見書、この章の230.498(b)の要求事項を満たす要約
目論見書、若しくは投資会社法(15 U.S.C. 80a-29(e))の30(e)項
及びそれに基づく規則により株主に送る必要のある報告書 
 
 
 
 
(iv)登録者が本条に詳述された規則を利用する理由、及び本条

に詳述されている、委任状参考資料を受け取り、閲覧し、投票す
るプロセスに関する説明 

75 



株主総会プロセスに係る諸規定  

 6.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 

国名  条文 仮訳 

米国 

(g) Plain English.  
 
(1) To enhance the readability of the Notice of Internet 
Availability of Proxy Materials, the registrant must use plain 
English principles in the organization, language, and design 
of the notice. 
 
(2) The registrant must draft the language in the Notice of 
Internet Availability of Proxy Materials so that, at a minimum, 
it substantially complies with each of the following plain 
English writing principles: 
 
(i) Short sentences; 
(ii) Definite, concrete, everyday words; 
(iii) Active voice; 
(iv) Tabular presentation or bullet lists for complex material, 
whenever possible; 
(v) No legal jargon or highly technical business terms; and 
(vi) No multiple negatives. 
 
(3) In designing the Notice of Internet Availability of Proxy 
Materials, the registrant may include pictures, logos, or 
similar design elements so long as the design is not 
misleading and the required information is clear. 

(g) 明瞭な英語  
 
(1)「委任状参考資料のインターネットでの入手に関する通知」を

読みやすくするため、登録者は本通知の構成、言葉づかい、デザ
インにおいて明瞭な英語の原則を使用しなければならない。 
 
 
(2)登録者は、少なくとも、次の明瞭な英語の書き方の原則に実

質的に従うように「委任状参考資料のインターネットでの入手に
関する通知」をドラフトしなければならない。 
 
 
(i)短文 
(ii)明瞭、具体的、日常的に使われている言葉 
(iii)能動態 
(iv)複雑な資料に関して、表や箇条書きを使用する 
可能な場合は、 
(v)法律用語や高度な専門用語を使用しない 
(vi)重複する否定表現を使用しない 
 
(3) 「委任状参考資料のインターネットでの入手に関する通知」を

デザインする際、登録者は、そのデザインが誤解を与えるような
ものではなく、必要な情報が明確である場合に限り、絵やロゴ、
若しくは同様のデザイン的要素を含めることができる。 
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(h) The registrant may send a form of proxy to security 
holders if: 
 
(1) At least 10 calendar days or more have passed since the 
date it first sent the Notice of Internet Availability of Proxy 
Materials to security holders and the form of proxy is 
accompanied by a copy of the Notice of Internet Availability 
of Proxy Materials; or 
 
(2) The form of proxy is accompanied or preceded by a copy, 
via the same medium, of the proxy statement and any annual 
report to security holders that is required by §240.14a-3(b). 
 
(i) The registrant must file a form of the Notice of Internet 
Availability of Proxy Materials with the Commission pursuant 
to §240.14a-6(b) no later than the date that the registrant 
first sends the notice to security holders. 

(h) 次の場合、登録者は委任状用紙を株主に送付することができ
る。 
 
(1)「委任状参考資料のインターネットでの入手に関する通知」を
株主に最初に送付した日から少なくとも10日以上経過しており、

委任状用紙が「委任状参考資料のインターネットでの入手に関す
る通知」のコピーに添付される。若しくは、 
 
 
(2)委任状用紙とともに、若しくは同様の媒体で、240.14a-3(b)に
て義務付けられている委任状参考資料及び株主宛て年次報告
書のコピーを先に送付する場合 
 
(i)登録者は、「委任状参考資料のインターネットでの入手に関す
る通知」を株主に最初に送付する日までに、240.14a-6(b)に基づ
き、本通知を証券取引委員会に提出しなければならない。 
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(j) Obligation to provide copies.  
 
(1) The registrant must send, at no cost to the record holder 
or respondent bank and by U.S. first class mail or other 
reasonably prompt means, a paper copy of the proxy 
statement, information statement, annual report to security 
holders, and form of proxy (to the extent each of those 
documents is applicable) to any record holder or respondent 
bank requesting such a copy within three business days after 
receiving a request for a paper copy. 
 
(2) The registrant must send, at no cost to the record holder 
or respondent bank and via e-mail, an electronic copy of the 
proxy statement, information statement, annual report to 
security holders, and form of proxy (to the extent each of 
those documents is applicable) to any record holder or 
respondent bank requesting such a copy within three 
business days after receiving a request for an electronic copy 
via e-mail. 
 
(3) The registrant must provide copies of the proxy materials 
for one year after the conclusion of the meeting or corporate 
action to which the proxy materials relate, provided that, if the 
registrant receives the request after the conclusion of the 
meeting or corporate action to which the proxy materials 
relate, the registrant need not send copies via First Class 
mail and need not respond to such request within three 
business days. 

(j) コピー提供の義務  
 
(1)登録者は、書面コピーの請求を受けた日から3営業日以内に、

登録株主若しくは株式の保管業務を受託している銀行に、無償
で、アメリカ合衆国郵便公社のファーストクラスメール若しくは他
の合理的に迅速な手段により、委任状参考資料、情報説明書、
株主宛て年次報告書、及び委任状用紙（これらの資料が該当す
る範囲内で）の書面コピーを送付しなければならない。 
 
 
 
(2)登録者は、電子メールにて電子コピーの請求を受けた日から3
営業日以内に、登録株主若しくは株式の保管業務を受託してい
る銀行に、無償で、電子メールにて、委任状参考資料、情報説明
書、株主宛て年次報告書、及び委任状用紙（これらの資料が該
当する範囲内で）の電子コピーを送付しなければならない。 
 
 
 
 
(3)登録者は、委任状参考資料に関連する総会若しくは、コーポ
レートアクション終結後1年間は、委任状参考資料のコピーを提

供しなければならない。ただし、委任状参考資料に関連する総会
若しくは、コーポレートアクション終結後に請求を受けた場合は、
アメリカ合衆国郵便公社のファーストクラスメールにて送付する必
要はなく、また請求から3営業日以内にその請求に対応する必要
はない。 
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(4) The registrant must maintain records of security holder 
requests to receive materials in paper or via e-mail for future 
solicitations and must continue to provide copies of the 
materials to a security holder who has made such a request 
until the security holder revokes such request. 
 
(k) Security holder information.  
 
(1) A registrant or its agent shall maintain the Internet Web 
site on which it posts its proxy materials in a manner that 
does not infringe on the anonymity of a person accessing 
such Web site. 
 
(2) The registrant and its agents shall not use any e-mail 
address obtained from a security holder solely for the 
purpose of requesting a copy of proxy materials pursuant to 
paragraph (j) of this section for any purpose other than to 
send a copy of those materials to that security holder. The 
registrant shall not disclose such information to any person 
other than an employee or agent to the extent necessary to 
send a copy of the proxy materials pursuant to paragraph (j) 
of this section. 
 
(l) A person other than the registrant may solicit proxies 
pursuant to the conditions imposed on registrants by this 
section, provided that: 

(4)登録者は、今後の勧誘に関して、総会資料を書面若しくは電

子メールのいずれで受領したいかという株主からの要求の記録
を保持しなくてはならず、また株主が当該請求を撤回するまで、
株主に総会資料のコピーを提供し続けなければならない。 
 
 
(k) 株主情報  
 
(1)登録者若しくはその代理者は、委任状参考資料が提供されて

いるインターネットのウェブサイトにアクセスする人の匿名性が保
たれるよう、当該ウェブサイトを管理しなければならない。 
 
 
(2)登録者及びその代理者は、専ら本条の段落(j)に基づく委任状

参考資料のコピーの請求のために株主より入手した電子メール
アドレスを、当該資料のコピーを株主に送付する目的以外のため
に使用してはならない。登録者は、本条の段落(j)に基づき委任状

参考資料のコピーを送付するために必要な範囲で、従業員又は
代理者以外の者にその情報を開示してはならない。 
 
 
 
 
(l)登録者以外の者は、次の場合には、本条で登録者に課せられ
た条件に基づき、委任状の勧誘を行うことができる。 
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(1) A soliciting person other than the registrant is required to 
provide copies of its proxy materials only to security holders 
to whom it has sent a Notice of Internet Availability of Proxy 
Materials; and 
 
(2) A soliciting person other than the registrant must send its 
Notice of Internet Availability of Proxy Materials by the later 
of: 
 
(i) 40 Calendar days prior to the security holder meeting date 
or, if no meeting is to be held, 40 calendar days prior to the 
date the votes, consents, or authorizations may be used to 
effect the corporate action; or 
 
(ii) The date on which it files its definitive proxy statement 
with the Commission, provided its preliminary proxy 
statement is filed no later than 10 calendar days after the 
date that the registrant files its definitive proxy statement. 

(1)登録者以外の勧誘者は、「委任状参考資料のインターネットで

の入手に関する通知」が送付された株主に限り、委任状参考資
料のコピーを提供する義務がある。 
 
 
(2)登録者以外の勧誘者は、「委任状参考資料のインターネットで
の入手に関する通知」を次の(i)及び(ii)のいずれか遅い日までに
送付しなければならない。 
 
(i)株主総会の40日前、若しくは総会が開催されない場合は、コー

ポレートアクションを行うのに必要な議決、同意、承認を得る日の
40日前 
 
 
(ii)予備的委任状説明書が、確定版の委任状説明書の提出日か
ら10日以内に提出される場合、確定版の委任状説明書を証券取
引委員会に提出する日。 
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(3) Content of the soliciting person's Notice of Internet 
Availability of Proxy Materials. 
 
(i) If, at the time a soliciting person other than the registrant 
sends its Notice of Internet Availability of Proxy Materials, the 
soliciting person is not aware of all matters on the registrant‘s 
agenda for the meeting of security holders, the soliciting 
person’s Notice on Internet Availability of Proxy Materials 
must provide a clear and impartial identification of each 
separate matter on the agenda to the extent known by the 
soliciting person at that time. The soliciting person‘s notice 
also must include a clear statement indicating that there 
may be additional agenda items of which the soliciting 
person is not aware and that the security holder cannot direct 
a vote for those items on the soliciting person's proxy card 
provided at that time. 
 
(ii) If a soliciting person other than the registrant sends a form 
of proxy not containing all matters intended to be acted upon, 
the Notice of Internet Availability of Proxy Materials must 
clearly state whether execution of the form of proxy will 
invalidate a security holder's prior vote on matters not 
presented on the form of proxy. 

(3)委任状の勧誘者による「委任状参考資料のインターネットでの
入手に関する通知」の内容 
 
(i)登録者以外の委任状の勧誘者が「委任状参考資料のインター

ネットでの入手に関する通知」を送付する際に、委任状の勧誘者
が株主総会の議題の全てを把握していない場合、委任状の勧誘
者の送付する「委任状参考資料のインターネットでの入手に関す
る通知」に、送付時に委任状の勧誘者が知りえる範囲で、各議案
に対する明瞭かつ偏りのない指摘が掲載されなければならない。
委任状の勧誘者が把握していない追加議案があるかもしれない
こと、及び委任状の勧誘者が通知を送付する際に提供する委任
状用紙で、株主は当該追加議案の投票を指図することができな
いことを、委任状の勧誘者の通知に明記しなければならない。 
 
 
 
 
(ii)登録者以外の委任状の勧誘者が、付議する議案の全ては含

んでいない委任状用紙を送付する場合、当該委任状用紙の行使
によって、当該委任状用紙に記載されていない議案への株主の
事前投票を無効にするか否かを、「委任状参考資料のインター
ネットでの入手に関する通知」に明記しなくてはならない。 
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(m) This section shall not apply to a proxy solicitation in 
connection with a business combination transaction, as 
defined in §230.165 of this chapter, as well as transactions 
for cash consideration requiring disclosure under Item 14 of 
§240.14a-101. 
 
(n) Full Set Delivery Option.  
 
(1) For purposes of this paragraph (n), the term full set of 
proxy materials shall include all of the following documents: 
 
(i) A copy of the proxy statement; 
(ii) A copy of the annual report to security holders if required 
by §240.14a-3(b); and 
(iii) A form of proxy. 
 
(2) Notwithstanding paragraphs (e) and (f)(2) of this section, 
a registrant or other soliciting person may: 
 
(i) Accompany the Notice of Internet Availability of Proxy 
Materials with a full set of proxy materials; or 
 
(ii) Send a full set of proxy materials without a Notice of 
Internet Availability of Proxy Materials if all of the information 
required in a Notice of Internet Availability of Proxy Materials 
pursuant to paragraphs (d) and (n)(4) of this section is 
incorporated in the proxy statement and the form of proxy. 

(m)本条は、この章の230.165に規定されている企業結合取引及
び240.14a-101の第14号にて開示を要求されている現金対価取
引に関連する議決権の勧誘については適用しない。 
 
 
 
(n) フルセット・デリバリー方式 (Full Set Delivery Option) 
 
(1) この段落(n)で、委任状参考資料のフルセットという用語は、
次の書類の全てを含む。 
 
(i)委任状説明書のコピー 
(ii)240.14a-3(b)にて義務付けられている場合、株主宛て年次報
告書のコピー 
(iii) 委任状用紙 
 
(2)本条の段落(e)及び(f)(2)にかかわらず、登録者若しくは他の
勧誘者は次を行うことができる。 
 
(i)「委任状参考資料のインターネットでの入手に関する通知」を委
任状参考資料のフルセットに添付すること。若しくは 
 
(ii)本条の段落(d)及び(n)(4)に規定されている「委任状参考資料

のインターネットでの入手に関する通知」に含めるべき全ての情
報が、委任状説明書及び委任状用紙に含まれている場合、「委
任状参考資料のインターネットでの入手に関する通知」を添付す
ることなく委任状参考資料のフルセットを送付すること。 
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(3) A registrant or other soliciting person that sends a full set 
of proxy materials to a security holder pursuant to this 
paragraph (n) need not comply with 
 
(i) The timing provisions of paragraphs (a) and (l)(2) of this 
section; and 
(ii) The obligation to provide copies pursuant to paragraph (j) 
of this section. 
 
(4) A registrant or other soliciting person that sends a full set 
of proxy materials to a security holder pursuant to this 
paragraph (n) need not include in its Notice of Internet 
Availability of Proxy Materials, proxy statement, or form of 
proxy the following disclosures: 
 
(i) Instructions regarding the nature of the communication 
pursuant to paragraph (d)(2) of this section; 
(ii) Instructions on how to request a copy of the proxy 
materials; and 
(iii) Instructions on how to access the form of proxy pursuant 
to paragraph (d)(10) of this section. 

(3)段落(n)に基づき、委任状参考資料のフルセットを株主に送付
する登録者若しくは他の勧誘者は、次の事項に従う必要はない。 
 
(i)本条の段落(a)及び(l)(2)の時期に関する規定 
 
(ii)本条の段落(j)に基づくコピー提供の義務 
 
 
(4)段落(n)に基づき、委任状参考資料のフルセットを株主に送付

する登録者若しくは他の勧誘者は、「委任状参考資料のインター
ネットでの入手に関する通知」、委任状説明書、若しくは委任状用
紙に次の事項を含める必要はない。 
 
 
(i)本条の段落(d)(2)に規定されている通知の性質に関する説明 
(ii)委任状参考資料のコピーを請求する方法に関する説明 
 
(iii)本条の段落(d)(10)に規定されている委任状用紙へのアクセ
ス方法に関する説明 
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[RELEASE NOS. 34-56135; IC-27911; File No. 
S7-03-07] SHAREHOLDER CHOICE 
REGARDING PROXY MATERIALS 
 
 Compliance Dates:(P1) 
 “Large accelerated filers,” as that term is defined in Rule 
12b-2 under the Securities Exchange Act of 1934, not 
including registered investment companies, must comply with 
the amendments regarding proxy solicitations commencing 
on or after January 1, 2008. Registered investment 
companies, persons other than issuers, and issuers that are 
not large accelerated filers conducting proxy solicitations (1) 
may comply with the amendments regarding proxy 
solicitations commencing on or after January 1, 2008 and (2) 
must comply with the amendments regarding proxy 
solicitations commencing on or after January 1, 2009.   

[RELEASE NOS. 34-56135; IC-27911; File No. 
S7-03-07] 委任状参考資料に関する株主の選択 
 
 
運用開始日(P1) 
1934年証券取引所法の規則12b-2に定めのある「大規模早期提
出会社」（登録投資会社は含まない）は、2008年1月1日以後、議

決権勧誘に関する改正に準拠しなければならない。議決権勧誘
を行う登録投資会社、発行会社以外の人及び大規模早期提出
会社でない発行者は、(1)2008年1月1日以後、議決権勧誘に関
する改正に準拠でき、(2)2009年1月1日以後、議決権勧誘に関
する改正に準拠しなければならない。 
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II. Description of the Amendments  
A.Notice and Access Model for Issuers: Two 

Options for Making Proxy Materials Available to 
Shareholders (P8) 

An issuer does not have to choose one option or the other as 
the exclusive means for providing proxy materials to 
shareholders. Rather, an issuer may use the notice only 
option to provide proxy materials to some shareholders and 
the full set delivery option to provide proxy materials to other 
shareholders. 
 
1. The Notice Only Option: Sending a Notice 
Without a Full Set of Proxy Materials  
c. Means to vote(P12) 
An issuer also must provide shareholders with a method to 
execute proxies as of the time the Notice is first sent to 
shareholders. Several commenters on the proposal 
questioned whether this provision would require all issuers to 
establish Internet voting platforms. The final rules do not 
require, and the proposals would not have required, an issuer 
to establish an Internet voting platform. Rather, an issuer can 
satisfy this requirement through a variety of methods, 
including providing an electronic voting platform, a toll-free 
telephone number for voting, or a printable or downloadable 
proxy card on the Web site. As noted above, if a telephone 
number for executing a proxy is provided, such a telephone 
number may appear on the Web site, but not on the Notice 
because it would enable a shareholder to execute a proxy 
without having access to the proxy statement.  

II. 改正の詳細 
A. 証券発行者のための通知/アクセスモデル ： 委任状

参考資料を株主へ提供するための二つの方式 
 
証券発行者(注)は、株主へ委任状参考資料を提供する唯一の手

段として、どちらか一方のみを選択しなければならないわけでは
ない。証券発行者は、一部の株主へ委任状参考資料を提供する
のに、通知だけの方式(notice only option)、他の株主へ委任状
参考資料を提供するのに、フルセット・デリバリー方式(Full Set 
Delivery Option)を利用することができる。   
 
1. 通知だけの方式(notice only option)：委任状勧誘書の

フルセットを添付せず、通知を送付する 
c.投票方法 
証券発行者は、通知が株主に最初に送られた時点で、株主が議
決権を代理行使する手段を提供しなければならない。改正案に
対するコメント者より、この規定は、全ての証券発行者にインター
ネット投票プラットフォームの設置を要求しているのか否か疑問
が呈された。最終規則は、証券発行者にインターネット投票プラッ
トフォームの設置を要求していないし、改定案も要求していなかっ
た。証券発行者は、電子投票プラットフォーム、投票用の無料電
話番号、あるいはウェブサイト上の印刷可能若しくはダウンロード
可能な委任状様式を含む様々な方法によって、この要求事項を
満たすことができる。 
上で指摘したとおり、議決権の代理行使のための電話番号に
よって、株主は委任状説明書にアクセスすることなしに議決権の
代理行使が可能となるため、当該電話番号を提供する場合には、
通知ではなく、ウェブサイトに記載する。 

(注)証券取引委員会の委任状に関する規則によって、株主に委任状説明書を提供しなければならない証券発行者 

85 



株主総会プロセスに係る諸規定  

 6.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 

国名  条文 仮訳 

米国 

e. Delivery of a proxy card(P13) 
An issuer may not send a paper or e-mail proxy card to a 
shareholder until 10 calendar days or more after the date it 
sent the Notice to the shareholder, unless the proxy card is 
accompanied or preceded by a copy of the proxy statement 
and any annual report, if required, to security holders sent via 
the same medium. This provision is intended to assist an 
issuer’s efforts to solicit proxies if its initial efforts have not 
produced adequate response. This is similar to many issuers’ 
current practice of sending reminder notices and duplicate 
proxy cards to shareholders who have not responded to the 
issuer’s original request for proxy voting instructions.  
One commenter remarking on this aspect of the proposals 
expressed concern that shareholders receiving proxy cards 
separately from the proxy statement and annual report may 
make their voting decisions without the benefit of access to 
those disclosure documents. We appreciate this concern. 
However, at the point that a shareholder receives such a 
proxy card, the shareholder already would have received a 
Notice that provides information on how the shareholder can 
access the proxy materials and request copies of the 
materials, if desired. Moreover, the shareholder also would 
receive another copy of the Notice with the proxy card. We 
believe that, at this point, the shareholder will have had 
ample opportunity to either access the proxy materials on the 
Internet Web site or request a copy of those materials.  

e. 委任状用紙の送付 
同様の媒体で、委任状用紙とともに若しくは先に、委任状参考資
料及び(必要な場合)年次報告書のコピーを送付する場合を除き、
証券発行者は、通知を株主に送付した日から10日以上経つまで

は、書面若しくは電子メールの委任状用紙を株主に送付すること
はできない。当該規定は、通知だけで十分な反応がない場合に、
会社による委任状勧誘の努力を援助するものである。これは、議
決権の代理行使によって指図してほしいとの証券発行者の当初
の依頼に返答がない株主に、督促状や同じ委任状用紙を送付す
るという、多くの会社が行っている現行の実務に似ている。 
 
 
改正案のこの側面に意見を述べている者は、委任状用紙を委任
状参考資料及び年次報告書とは別に受領した株主が、ウェブサ
イト上の当該書類にアクセスすることなく、投票の意思決定がで
きることを懸念した。我々は当該懸念を認識している。 
しかし、株主が当該委任状用紙を受け取る時には、株主は委任
状参考資料へのアクセス方法や、(望む場合)資料のコピーを請

求する方法を記載した通知を既に受け取っている。さらに、株主
は委任状用紙とともに、通知のコピーも受け取る。我々は、この
時点で、株主はインターネットウェブサイト上の委任状参考資料
にアクセスするための、若しくは委任状参考資料のコピーを請求
するための十分な機会を得ていると考える。 
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3. Differences Between the Full Set Delivery Option 
and the Notice Only Option(P21) 
The full set delivery option varies from the notice only option 
in the following ways:  
• An issuer may accompany the Notice with a copy of the 
proxy statement, annual report to security holders, if required 
by Rule 14a-3(b), and a proxy card;  
• An issuer need not prepare a separate Notice if the issuer 
incorporates all of the Notice information into the proxy 
statement and proxy card; 
• Because the issuer already has provided shareholders with 
a full set of proxy materials, the issuer need not provide the 
shareholder with copies of the proxy materials upon request;  
• Because shareholders will not need extra time to request 
paper or e-mail copies, the issuer need not send the Notice 
and full set of proxy materials at least 40 days before the 
meeting date; 
• Because the full set of proxy materials includes a proxy 
card or request for voting instructions, the issuer need not 
provide another means for voting at the time the Notice is 
provided unless it chooses to do so; and  
• The issuer need not include the part of the prescribed 
legend relating to security holder requests for copies of the 
documents and instructions on how to request a copy of the 
proxy materials. 

3．フルセット・デリバリー方式と通知だけの方式の相違点 
 
フルセット・デリバリー方式は、通知だけの方式と以下の点で異な
る。 
• 証券発行者は、通知とともに、委任状参考資料、株主宛て年次
報告書(規則14a-3(b)で義務付けられている場合)及び委任状用
紙を提供する。 
• 証券発行者が、通知に記載すべき全ての情報を委任状参考資

料及び委任状用紙に記載した場合は、独立した通知を作成する
必要はない。 
• 証券発行者は、委任状参考資料のフルセットを株主に既に提供

しているため、株主からの請求に応じて委任状参考資料のコピー
を提供する必要はない。 
• 株主は、書面若しくは電子メールコピーを請求するための期間

が必要ではないので、証券発行者は通知と委任状参考資料のフ
ルセットを、総会開催日の40日以上前に送付する必要はない。 
• 委任状参考資料のフルセットには、委任状用紙若しくは議決権

指図のお願いが含まれているため、証券発行者は議決権行使の
ための他の手段を提供することを選択しない限りは、通知が送付
された際に、議決権行使のための他の手段を提供する必要はな
い。 
• 証券発行者は、株主による書類のコピーの請求に関する所定

の文書、及び委任状参考資料のコピーの請求方法に関する説明
を含める必要はない。 
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[RELEASE NOS. 34-55146; IC-27671; File No. 
S7-10-05] INTERNET AVAILABILITY OF 
PROXY MATERIALS  
II. Description of the Amendments  
D. Business Combination Transactions(P49) 
As adopted, the notice and access model is not available 
with regard to proxy materials related to a business 
combination transaction, which includes transactions covered 
by Rule 165 under the Securities Act, as well as transactions 
for cash consideration requiring disclosure under Item 14 of 
Schedule 14A. Several commenters agreed that business 
combination transactions constitute highly extraordinary 
events for some issuers and frequently involve an offering of 
securities that must be registered under the Securities Act 
and require delivery of the prospectus. They also typically 
involve proxy statements of considerable length and 
complexity. Other commenters nonetheless believed that the 
model should be extended to such transactions. They noted 
that even more savings may be realized by extending the 
model to such larger documents. The Commission desires to 
gain more experience with the notice and access model 
before extending it to business combination transactions. 
Based on our experience with the model once it is being 
used for more straightforward corporate actions, we will 
consider at a later date whether it is appropriate to extend the 
model to business combination transactions.  

[RELEASE NOS. 34-55146; IC-27671; File No. 
S7-10-05] 委任状参考資料のインターネットでの
入手 
II. 改正の詳細 
D.企業結合取引 
通知 /アクセス方式は、1933年証券法ルール165の取引や、
Schedule 14A(委任状説明書様式)の第14号で開示が要求され

る金銭対価取引を含む企業結合取引の委任状参考資料には利
用できない。企業結合取引は、ある証券発行者にとっては、かな
り特別な出来事であり、証券法に基づく登録の必要な証券の募
集が関係することが多く、また目論見書の交付も必要となる、とい
うコメント者がいる。当該企業結合取引は、決まって、相当に長く
複雑な委任状参考資料と関係している。それでも、通知/アクセス

方式をそのような企業結合取引にも広げるべきであるとするコメ
ント者もいる。当該方式をそのような分量の多い書類にも広げる
ことで、更なる削減が実現すると主張する。証券取引委員会は、
企業結合取引まで通知/アクセス方式を広げる前に、当該方式に

関する経験を積んでおきたいと考えている。当該方式が、いった
ん簡単なコーポレートアクションに用いられれば、経験に基づき、
当該方式を企業結合取引にまで広げることが適切かどうか後に
検討する。 
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§240.14a-3   Information to be furnished to 
security holders. 
(a) No solicitation subject to this regulation shall be made 
unless each person solicited is concurrently furnished or has 
previously been furnished with: 
(1) A publicly-filed preliminary or definitive proxy statement, 
in the form and manner described in §240.14a-16, 
containing the information specified in Schedule 14A 
(§240.14a-101); 
(2) A preliminary or definitive written proxy statement 
included in a registration statement filed under the Securities 
Act of 1933 on Form S-4 or F-4 (§239.25 or §239.34 of this 
chapter) or Form N-14 (§239.23 of this chapter) and 
containing the information specified in such Form; or 
(3) A publicly-filed preliminary or definitive proxy statement, 
not in the form and manner described in §240.14a-16, 
containing the information specified in Schedule 14A 
(§240.14a-101), if: 
(i) The solicitation relates to a business combination 
transaction as defined in §230.165 of this chapter, as well 
as transactions for cash consideration requiring disclosure 
under Item 14 of §240.14a-101. 
(ii) The solicitation may not follow the form and manner 
described in §240.14a-16 pursuant to the laws of the state 
of incorporation of the registrant;  
(b) If the solicitation is made on behalf of the registrant, other 
than an investment company registered under the Investment 
Company Act of 1940, and relates to an annual (or special 
meeting in lieu of the annual) meeting of security holders, or 
written consent in lieu of such meeting, at which directors are 
to be elected, each proxy statement furnished pursuant to 
paragraph (a) of this section shall be accompanied or 
preceded by an annual report to security holders as follows:  

§240.14a-3  株主に提供される情報 
 
(a) 委任状の勧誘を受ける各人が、次の書類を同時に若しくは事

前に提供されない限り、この規則による勧誘を行ってはなら
ない。 

(1) §240.14a-16に規定する様式及び方法で、Schedule 14A 
の情報(§240.14a-101)を含めた、公的に提出される予備的
若しくは確定版の委任状説明書 
 

(2) 1933年証券法により提出される登録届出書に含まれ、様式
S-4若しくはF-4(この章の§239.25若しくは§239.34)、若しく
は様式N-14(この章の§239.23)を使用し、当該様式で指定

される情報を含んだ、予備的若しくは確定版の委任状参考資
料 

(3) 次の場合は、§240.14a-16に規定する様式及び方法ではな
く、Schedule 14A の情報(§240.14a-101)を含めた、公的に
提出される予備的若しくは確定版の委任状説明書 

 
(i) 勧誘が、この章の§230.165に規定される企業結合取引及

び§240.14a-101の第14号で開示が要求される現金対価
取引に関係する。 
 

(ii) 勧誘が、登録者の設立された州法に従って、§240.14a-16
に規定する様式及び方法に従わない。 
 

(b)  勧誘が、1940年投資会社法に基づき登録した投資会社以外

の登録者の代わりに行われ、また取締役を選任するための
年次株主総会(若しくは年次株主総会の代わりの特別総会)、
若しくは当該総会の代わりの書面決議に関係する場合、本
条の段落(a)に従って提供される委任状説明書は、次のよう

に株主宛て年次報告書に添付されるか、若しくは先行して提
供される。 
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(1) The report shall include, for the registrant and its 
subsidiaries, consolidated and audited balance sheets as of 
the end of the two most recent fiscal years and audited 
statements of income and cash flows for each of the three 
most recent fiscal years prepared in accordance with 
Regulation S-X (part 210 of this chapter), except that the 
provisions of Article 3 (other than §§210.3-03(e), 210.3-04 
and 210.3-20) and Article 11 shall not apply. Any financial 
statement schedules or exhibits or separate financial 
statements which may otherwise be required in filings with 
the Commission may be omitted. If the financial statements 
of the registrant and its subsidiaries consolidated in the 
annual report filed or to be filed with the Commission are not 
required to be audited, the financial statements required by 
this paragraph may be unaudited. A smaller reporting 
company may provide the information in Article 8 of 
Regulation S-X (§210.8 of this chapter) in lieu of the 
financial information required by this paragraph 9(b)(1). 

(1)株主宛て年次報告書には、登録者及びその子会社に関して、
第3条(§§210.3-03(e), 210.3-04及び210.3-20以外)及び第11
条の規定を適用しないことを除き、規則S-X(この章のpart 210)に
従って作成された直近2事業年度末の監査済み連結貸借対照表、
直近3事業年度分の損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書を

含めなければならない。証券取引委員会への提出が必要でない
財務諸表の別表、明細表若しくは個別財務諸表は省略できる。
証券取引委員会に提出した若しくは提出する年次報告書の、登
録者及び子会社の連結財務諸表に監査が要求されていない場
合、この段落で要求される財務諸表は未監査である。小規模報
告会社は、この段落の9(b)(1)で要求される財務情報の代わりに、
規則S-X (この章の§210.8)第8条の情報を提供する。 
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NOTE 1 TO PARAGRAPH (B)(1): If the financial statements for a 
period prior to the most recently completed fiscal year have 
been examined by a predecessor accountant, the separate 
report of the predecessor accountant may be omitted in the 
report to security holders, provided the registrant has 
obtained from the predecessor accountant a reissued report 
covering the prior period presented and the successor 
accountant clearly indicates in the scope paragraph of his or 
her report (a) that the financial statements of the prior period 
were examined by other accountants, (b) the date of their 
report, (c) the type of opinion expressed by the predecessor 
accountant and (d) the substantive reasons therefore, if it 
was other than unqualified. It should be noted, however, that 
the separate report of any predecessor accountant is 
required in filings with the Commission. If, for instance, the 
financial statements in the annual report to security holders 
are incorporated by reference in a Form 10-K, the separate 
report of a predecessor accountant shall be filed in Part II or 
in Part IV as a financial statement schedule. 
 
NOTE 2 TO PARAGRAPH (B)(1): For purposes of complying with 
§240.14a-3, if the registrant has changed its fiscal closing 
date, financial statements covering two years and one period 
of 9 to 12 months shall be deemed to satisfy the 
requirements for statements of income and cash flows for the 
three most recent fiscal years. 

段落(B)(1)に対するNOTE1:直近事業年度より前の期間の財務諸

表が、前任監査人により監査されている場合、前任監査人の個
別の報告書は、株主への報告書から省略できる。ただし、登録者
は前任監査人から表示された過去の期間をカバーする再発行報
告書を取得し、後任監査人が報告書の範囲区分で、(a)過去の期
間の財務諸表が他の監査人に監査されている旨、(b)他の監査
人の報告書の日付、(c)前任監査人による意見の種類、(d)無限

定適正意見以外の場合は、その理由を明確に示す場合である。
例えば、株主宛て年次報告書の財務諸表が、様式10-Kを参照す

ることにより組み込まれている場合、前任監査人の個別の報告
書は、財務諸表の別表としてPart II又は Part IVに含めなければ
ならない。 

 
 
 
 
 
 
 
 

段落(B)(1)に対するNOTE2:§240.14a-3を遵守するため、登録者
が決算日を変更した場合、2年と9ヶ月から12ヶ月の期間をカ
バーする財務諸表は、直近3事業年度の損益計算書及びキャッ
シュ・フロー計算書という要求事項を満たすものとみなす。 
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(2)(i) Financial statements and notes thereto shall be 
presented in roman type at least as large and as legible as 
10-point modern type. If necessary for convenient 
presentation, the financial statements may be in roman type 
as large and as legible as 8-point modern type. All type shall 
be leaded at least 2 points.  
(ii) Where the annual report to security holders is delivered 
through an electronic medium, issuers may satisfy legibility 
requirements applicable to printed documents, such as type 
size and font, by presenting all required information in a 
format readily communicated to investors. 
(3) The report shall contain the supplementary financial 
information required by item 302 of Regulation S-K 
(§229.302 of this chapter).  
(4) The report shall contain information concerning changes 
in and disagreements with accountants on accounting and 
financial disclosure required by Item 304 of Regulation S-K 
(§229.304 of this chapter).  
(5)(i) The report shall contain the selected financial data 
required by Item 301 of Regulation S-K (§229.301 of this 
chapter). 
(ii) The report shall contain management's discussion and 
analysis of financial condition and results of operations 
required by Item 303 of Regulation S-K (§229.303 of this 
chapter). 
(iii) The report shall contain the quantitative and qualitative 
disclosures about market risk required by Item 305 of 
Regulation S-K (§229.305 of this chapter). 
(6) The report shall contain a brief description of the business 
done by the registrant and its subsidiaries during the most 
recent fiscal year which will, in the opinion of management, 
indicate the general nature and scope of the business of the 
registrant and its subsidiaries.  

(2)(i)財務諸表及び注記は、少なくとも10ポイントのモダン体と同

様に大きく読みやすいロマン体を使用しなければならない。
もし簡便的な表示のため必要であれば、財務諸表は8ポイン

トのモダン体と同様に大きく読みやすいロマン体を使用する
ことができる。全ての字体は、少なくとも2ポイント大きくなけ
ればならない。 

(ii)株主宛て年次報告書が、電磁的に提供される場合、投資家と

コミュニケーションしやすい様式にて、全ての必要な情報を提
供することで、証券発行者はサイズやフォントといった印刷物
に適用される読みやすさの要件を満たす。 

 
(3)年次報告書には、規則S-K302項(この章の§229.302)による

補足的な財務情報を含めなければならない。 
 
(4)年次報告書には、規則S-K304項(この章の§229.304)による

監査人の交代、及び監査人との会計処理及び財務情報の開
示に係る意見の相違を含めなければならない。 

 
(5)(i)年次報告書には、規則S-K301項(この章の§229.301)によ

る主要な財務情報を含めなければならない。 
 
(ii)年次報告書には、規則S-K303項(この章の§229.303)による

財政状態及び経営成績に関する経営者の議論及び分析を含
めなければならない。 

 
(iii)年次報告書には、規則S-K305項(この章の§229.303)による

市場リスクに関する定量的かつ定性的情報を含めなければな
らない。 

(6)年次報告書には、経営者の見解として、登録者及びその子会

社の事業の一般的な性質及び範囲を示す、登録者及びその
子会社による直近事業年度の事業の概要を含めなければな
らない。 
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(7) The report shall contain information relating to the 
registrant's industry segments, classes of similar products or 
services, foreign and domestic operations and exports sales 
required by paragraphs (b), (c)(1)(i) and (d) of Item 101 of 
Regulation S-K (§229.101 of this chapter).  
(8) The report shall identify each of the registrant's directors 
and executive officers, and shall indicate the principal 
occupation or employment of each such person and the 
name and principal business of any organization by which 
such person is employed.  
(9) The report shall contain the market price of and dividends 
on the registrant's common equity and related security holder 
matters required by Items 201(a), (b) and (c) of Regulation S-
K (§229.201(a), (b) and (c) of this chapter). If the report 
precedes or accompanies a proxy statement or information 
statement relating to an annual meeting of security holders at 
which directors are to be elected (or special meeting or 
written consents in lieu of such meeting), furnish the 
performance graph required by Item 201(e) (§229.201(e) of 
this chapter).  

(7)年次報告書には、規則S-K101項の段落 (b),(c)(1)(i)及び
(d)(この章の§229.101)による登録者の業界、類似製品又は

サービスの種類、海外及び国内事業と輸出販売に関する情
報を含めなければならない。 

 
(8)年次報告書には、登録者の取締役及び執行役それぞれを識

別し、各人の本業又は雇用、各人が雇われる組織の名称及
び主な事業を示さなければならない。 

 
 
(9)年次報告書には、規則S-K201項(a),(b)及び(c)(この章の

§229.201(a),(b)及び(c))による登録者の普通株式の市場価

格と配当金及び関連する株主事項を含めなければならない。
年次報告書が、取締役選任に係る年次株主総会(又はこのよ
うな総会に代わる特別会議や書面同意)に関連する委任状参

考資料や情報説明書よりも先行若しくは同時に提供される場
合は、201項(e)(この章の§229.201(e))により、パフォーマン
スグラフを提供する。 
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(10) The registrant's proxy statement, or the report, shall 
contain an undertaking in bold face or otherwise reasonably 
prominent type to provide without charge to each person 
solicited upon the written request of any such person, a copy 
of the registrant's annual report on Form 10-K, including the 
financial statements and the financial statement schedules, 
required to be filed with the Commission pursuant to Rule 
13a-1 (§240.13a-1 of this chapter) under the Act for the 
registrant's most recent fiscal year, and shall indicate the 
name and address (including title or department) of the 
person to whom such a written request is to be directed. In 
the discretion of management, a registrant need not 
undertake to furnish without charge copies of all exhibits to 
its Form 10-K, provided that the copy of the annual report on 
Form 10-K furnished without charge to requesting security 
holders is accompanied by a list briefly describing all the 
exhibits not contained therein and indicating that the 
registrant will furnish any exhibit upon the payment of a 
specified reasonable fee, which fee shall be limited to the 
registrant's reasonable expenses in furnishing such exhibit. If 
the registrant's annual report to security holders complies 
with all of the disclosure requirements of Form 10-K and is 
filed with the Commission in satisfaction of its Form 10-K 
filing requirements, such registrant need not furnish a 
separate Form 10-K to security holders who receive a copy 
of such annual report. 

(10)登録者の委任状参考資料若しくは年次報告書に、登録者の

直近事業年度の財務諸表及び別表を含み、証券法ルール
13a-1(この章の§240.13a-1)に基づき証券取引委員会に提
出することが要求される、様式10-Kの登録者の年次報告書

の写しを、書面の請求により、被勧誘者に無償で提供すると
いう保証を太字若しくは適度に目立つタイプで記載し、また
書面の請求の送り先の名前と住所(役職及び部署を含む)を
示さなければならない。請求する株主に無償で提供する様
式10-Kの年次報告書の写しに、その中に全ての別表は含ま

れていない旨及び、登録者が別表を提供するのに要する費
用の範囲で、特定された相応の手数料の支払により、登録
者はいかなる別表も提供する旨を簡潔に述べた一覧を添付
すれば、登録者は、経営者の判断で、様式10-Kの全ての添

付書類の写しを、無償で提供する必要はない。登録者の株
主宛て年次報告書が、様式10-Kの全ての開示の要求事項
を遵守し、様式10-Kの提出要件を満たし証券取引委員会に

提出される場合、当該登録者は、年次報告書の写しを受領
する株主に、別の様式10-Kを提供する必要はない。 
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NOTE TO PARAGRAPH (B)(10): Pursuant to the undertaking 
required by paragraph (b)(10) of this section, a registrant 
shall furnish a copy of its annual report on Form 10-K 
(§249.310 of this chapter) to a beneficial owner of its 
securities upon receipt of a written request from such person. 
Each request must set forth a good faith representation that, 
as of the record date for the solicitation requiring the 
furnishing of the annual report to security holders pursuant to 
paragraph (b) of this section, the person making the request 
was a beneficial owner of securities entitled to vote. 
(11) Subject to the foregoing requirements, the report may be 
in any form deemed suitable by management and the 
information required by paragraphs (b)(5) to (10) of this 
section may be presented in an appendix or other separate 
section of the report, provided that the attention of security 
holders is called to such presentation. 
NOTE: Registrants are encouraged to utilize tables, 
schedules, charts and graphic illustrations of present 
financial information in an understandable manner. Any 
presentation of financial information must be consistent with 
the data in the financial statements contained in the report 
and, if appropriate, should refer to relevant portions of the 
financial statements and notes thereto. 
(12) [Reserved] 

段落(B)(10)に対する注:本条の段落(b)(10)により要求される保

証にしたがって、登録者は書面の請求により、株式の実質
所有者に、様式10-Kの年次報告書(この章の§249.310)を
提供しなければならない。この章の段落(b)により、株主宛て

年次報告書の提供を要する勧誘の基準日時点で、請求者
は投票権のある実質株主であるという、信義誠実の表明を
各要求に記載しなければならない 

 
 
 
(11)前述の要求事項を条件とし、年次報告書は経営者により適

切と考えられる様式により作成することができ、この章の段
落(b)(5)から(10)により要求される情報は、株主の注意が向

けられる場合には、別表若しくは年次報告書の他の個別の
セクションに表示することができる。 

 
NOTE: 登録者は、財務情報を理解しやすい方法で表示する表、

別表、図及び図解を使用することが推奨される。財務情報
の表示は、年次報告書に含まれる財務諸表のデータと一致
していなければならず、適切な場合、財務諸表及び注記の
関連する部分を参照しなければならない。 
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§240.14c-2  
Distribution of information statement. 
 
(a)(1) In connection with every annual or other meeting of the 
holders of the class of securities registered pursuant to 
section 12 of the Act or of a class of securities issued by an 
investment company registered under the Investment 
Company Act of 1940 that has made a public offering of 
securities, including the taking of corporate action by the 
written authorization or consent of security holders, the 
registrant shall transmit to every security holder of the class 
that is entitled to vote or give an authorization or consent in 
regard to any matter to be acted upon and from whom proxy 
authorization or consent is not solicited on behalf of the 
registrant pursuant to section 14(a) of the Act: 
 
(i) A written information statement containing the information 
specified in Schedule 14C (§240.14c-101); 
(ii) A publicly-filed information statement, in the form and 
manner described in §240.14c-3(d), containing the 
information specified in Schedule 14C (§240.14c-101); or 
(iii) A written information statement included in a registration 
statement filed under the Securities Act of 1933 on Form S-4 
or F-4 (§239.25 or §239.34 of this chapter) or Form N-14 
(§239.23 of this chapter) and containing the information 
specified in such Form. 

連邦規則集240. 14c-2   
情報説明書の提供 
 
(a)(1)証券取引所法第12条に基づき登録された株式の株主、若
しくは1940年投資会社法に基づき登録され、株式公開している

投資会社により発行された株式の株主の、いかなる年次株主総
会若しくは他の株主総会(株主の書面による同意又は授権により
コーポレートアクションを講じる場合を含む)に関して、証券取引
所法第14条(a)に基づき、株主からの代理承認若しくは授権につ

き、登録者に代わって勧誘が行われない場合、登録者は、全て
の付議事項に議決権を有している、若しくは同意又は授権する権
限を有している全ての株主に対して、下記のいずれかを提出しな
ければならない。 
 
 
 
(i) Schedule 14C (§240.14c-101)に記載されている情報を含
む情報説明書 
(ii) Schedule 14C (§240.14c-101)に記載されている情報を含
む§240.14c-3(d)に記載されている様式と方法により公的に提
出される情報説明書 
(iii)1933年証券法により提出される登録届出書に含まれ、様式
S-4若しくはF-4 (この章の§239.25若しくは§239.34)、若しくは
様式N-14 (この章の§239.23)を使用し、当該様式で指定される
情報を含んだ、情報説明書 
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(2) Notwithstanding paragraph (a)(1) of this section: 
(i) In the case of a class of securities in unregistered or 
bearer form, such statements need to be transmitted only to 
those security holders whose names are known to the 
registrant; and 
(ii) No such statements need to be transmitted to a security 
holder if a registrant would be excused from delivery of an 
annual report to security holders or a proxy statement under 
§240.14a-3(e)(2) if such section were applicable. 
 
(b) The information statement shall be sent or given at least 
20 calendar days prior to the meeting date or, in the case of 
corporate action taken pursuant to the consents or 
authorizations of security holders, at least 20 calendar days 
prior to the earliest date on which the corporate action may 
be taken.  
 
(c) If a transaction is a roll-up transaction as defined in Item 
901(c) of Regulation S-K (17 CFR 229.901(c)) and is 
registered (or authorized to be registered) on Form S-4 (17 
CFR 229.25) or Form F-4 (17 CFR 229.34), the information 
statement must be distributed to security holders no later 
than the lesser of 60 calendar days prior to the date on which 
the meeting of security holders is held or action is taken, or 
the maximum number of days permitted for giving notice 
under applicable state law. 

(2)次の事項は、本条(a)(1)の記載の限りではない。 
(i)未登録株式若しくは無記名株式の場合、当該情報説明書は登
録者が名前を把握している株主のみに提出する必要がある。 
 
 
(ii)登録者が、§240.14a-3(e)(2) (適用される場合)に基づく株主

宛て年次報告書、若しくは委任状説明書の送付が免責される場
合、株主への当該情報説明書を提出する必要はない。 
 
 
(b)情報説明書は、総会日の少なくとも20営業日前までに送付又

は提供されなくてはならない。（株主の同意又は授権に基づき
コーポレートアクションが講じられる場合は、コーポレートアクショ
ンが講じられるであろう最も早い日から少なくとも20営業日前。） 
 
 
 
(c)取引がRegulation S-K(17 CFR 229.901(c))の第901(c)号に
定義されるロールアップ取引(注)に該当し、様式S-4(17 CFR 
229.25)若しくは様式F-4(17 CFR 229.34)にて登録をしている
(若しくは登録する承認を得ている)場合、情報説明書は、遅くとも、

株主総会の開催日又はコーポレートアクションが講じられる日の
いずれか短い方の60日前、若しくは州法による通知の最長期間
より前に株主に提供されなければならない。 

(注)1以上の組合の結合又は再編成を直接又は間接に伴う取引であって、当該組合の一部又は全ての投資家が新しい有価証券又は他のエンティ
ティの有価証券を取得することとなるもの。 
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(d) A registrant shall transmit an information statement to 
security holders pursuant to paragraph (a) of this section by 
satisfying the requirements set forth in §240.14a-16; 
provided, however, that the registrant shall revise the 
information required in the Notice of Internet Availability of 
Proxy Materials, including changing the title of that notice, to 
reflect the fact that the registrant is not soliciting proxies for 
the meeting. 

(d)登録者は、§240.14a-16の要求事項を満たすことで、本条の
段落(a)に基づき株主に情報説明書を提出しなければならない。

ただし、登録者が総会の委任状勧誘をしていない旨を反映するた
め、「委任状参考資料のインターネットでの入手に関する通知」で
要求される情報(当該通知の表題の変更を含む)を修正しなけれ
ばならない。 
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§240.14a-6   Filing requirements. 
 
(b) Definitive proxy statement and other soliciting material. 
Eight definitive copies of the proxy statement, form of proxy 
and all other soliciting materials, in the same form as the 
materials sent to security holders, must be filed with the 
Commission no later than the date they are first sent or given 
to security holders. Three copies of these materials also must 
be filed with, or mailed for filing to, each national securities 
exchange on which the registrant has a class of securities 
listed and registered. 

連邦規則集240. 14a-6  書類提出の要件 
 
(b) 確定版の委任状説明書とその他の勧誘書類 
確定版の委任状説明書、委任状用紙及びその他全ての勧誘書
類の写し8部を、株主に送付した書類と同じ様式で、当該書類が

最初に株主に送付又は提供された日より前に、証券取引委員会
へ提出することが義務付けられている。当該書類の写し3部を、

当該登録者が当該株式の上場及び登録をしている米国内の各
証券取引所へ提出、若しくは提出するために郵送することも義務
付けられている。 
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§230.498   Summary Prospectuses for 
open-end management investment 
companies. 
 
(b) General requirements for Summary Prospectus.  
This paragraph describes the requirements for a Fund's 
Summary Prospectus. A Summary Prospectus that complies 
with this paragraph (b) will be deemed to be a prospectus 
that is authorized under section 10(b) of the Act (15 U.S.C. 
77j(b)) and section 24(g) of the Investment Company Act (15 
U.S.C. 80a-24(g)) for the purposes of section 5(b)(1) of the 
Act (15 U.S.C. 77e(b)(1)). 
 
(1) Cover page or beginning of Summary Prospectus. Include 
on the cover page of the Summary Prospectus or at the 
beginning of the Summary Prospectus: 
 
(i) The Fund's name and the Class or Classes, if any, to 
which the Summary Prospectus relates. 
 
(ii) The exchange ticker symbol of the Fund's shares or, if the 
Summary Prospectus relates to one or more Classes of the 
Fund's shares, adjacent to each such Class, the exchange 
ticker symbol of such Class of the Fund's shares. If the Fund 
is an Exchange-Traded Fund, also identify the principal U.S. 
market or markets on which the Fund shares are traded. 
 
(iii) A statement identifying the document as a “Summary 
Prospectus.” 
 
(iv) The approximate date of the Summary Prospectus's first 
use. 

連邦規則集 230.498 オープンエンド投資会社の要
約目論見書 
 
 
(b) 要約目論見書に関する一般要件 
本段落は投資信託の要約目論見書の要件を記載するものであ
る。本段落(b)に準拠する要約目論見書は、証券取引所法第
5(b)(1)(15 U.S.C. 77e(b)(1))に準拠することを目的とした、証券
取引所法第10(b)(15 U.S.C. 77j(b))及び投資会社法第24(g)条
により認可された目論見書とみなされる。 
 
 
 
(1)要約目論見書の表紙又は冒頭 
要約目論見書の表紙又は冒頭に次の情報を含める。 
 
 
(i)当該要約目論見書に関連する投資信託の名称及びクラス(該
当する場合) 
 
(ii)投資信託持分のティッカー・シンボル、若しくは要約目論見書
が一つないしはそれ以上の投資信託持分のクラス(各クラスに隣
接する)に関連する場合、投資信託持分のクラスのティッカー・シ
ンボル 
投資信託が上場投資信託の場合、投資信託持分が取引されて
いる主な米国市場も明記する。 
 
(iii) 当該文書が「要約目論見書」であることを明記する説明文 
 
 
(iv) 当該要約目論見書が最初に使用されるおおよその日付 
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(v) The following legend: 
 
Before you invest, you may want to review the Fund's prospectus, 
which contains more information about the Fund and its risks. You 
can find the Fund's prospectus and other information about the 
Fund online at [____]. You can also get this information at no cost 
by calling [____] or by sending an e-mail request to [____]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A) The legend must provide an Internet address, other than the 
address of the Commission's electronic filing system; toll free (or 
collect) telephone number; and e-mail address that investors can 
use to obtain the Statutory Prospectus and other information. The 
Internet Web site address must be specific enough to lead 
investors directly to the Statutory Prospectus and other materials 
that are required to be accessible under paragraph (e)(1) of this 
section, rather than to the home page or other section of the Web 
site on which the materials are posted. The Web site could be a 
central site with prominent links to each document. The legend 
may indicate, if applicable, that the Statutory Prospectus and other 
information are available from a financial intermediary (such as a 
broker-dealer or bank) through which shares of the Fund may be 
purchased or sold. 

(v)下記の説明文 
 
当該投資信託に投資をする前に、当該投資信託の目論見書を一
読することを推奨します。目論見書には当該投資信託に関するよ
り詳細な情報とリスクについて記載されています。当該投資信託
に関する目論見書とその他の情報については[____]にてダウン
ロードすることできます。無料電話[____]また電子メール[____]に
て当該資料を請求することも可能です。 
 
Before you invest, you may want to review the Fund's prospectus, 
which contains more information about the Fund and its risks. You 
can find the Fund's prospectus and other information about the 
Fund online at [____]. You can also get this information at no cost 
by calling [____] or by sending an e-mail request to [____]. 
 
 
(A)当該説明文には投資家が完全版目論見書（Statutory 
Prospectus ）とその他の情報を得るために必要な下記情報を記載
しなければならない。 
・インターネットアドレス（証券取引委員会の電子ファイリングシス
テムのアドレスと異なるアドレスとする） 
・無料通話、又は着信者負担のコレクト・コールの電話番号 
・電子メールアドレス 
当該ウェブサイトは、各文書へ明確なリンクのはられているセント
ラル・サイト（central site ）の形式で作成することもできる。 
該当するならば、当該説明文に完全版目論見書とその他の情報
が当該投資信託の販売又は買付をおこなっている金融仲介機関
（証券ブローカー・ディーラー又は銀行）から入手可能であること
を記載する。 
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(B) If a Fund incorporates any information by reference into the 
Summary Prospectus, the legend must identify the type of 
document (e.g., Statutory Prospectus) from which the information 
is incorporated and the date of the document. If a Fund 
incorporates by reference a part of a document, the legend must 
clearly identify the part by page, paragraph, caption, or otherwise.  
 
If information is incorporated from a source other than the 
Statutory Prospectus, the legend must explain that the 
incorporated information may be obtained, free of charge, in the 
same manner as the Statutory Prospectus. 
 
 A Fund may modify the legend to include a statement to the 
effect that the Summary Prospectus is intended for use in 
connection with a defined contribution plan that meets the 
requirements for qualification under section 401(k) of the Internal 
Revenue Code (26 U.S.C. 401(k)),  a tax-deferred arrangement 
under section 403(b) or 457 of the Internal Revenue Code (26 
U.S.C. 403(b) or 457),  or a variable contract as defined in section 
817(d) of the Internal Revenue Code (26 U.S.C. 817(d)), as 
applicable, and is not intended for use by other investors. 
 
 
(2) Contents of the Summary Prospectus. Except as otherwise 
provided in this paragraph (b), provide the information required or 
permitted by Items 2 through 8 of Form N-1A, and only that 
information, in the order required by the form. A Summary 
Prospectus may omit the explanation and information required by 
Instruction 2(c) to Item 4(b)(2) of Form N-1A. 

(B)ファンドが参考文書より当該要約目論見書にいかなる情報を

引用する場合も、当該説明文にて、当該情報の参照元の参考文
書の種類（例：完全版目論見書）及び当該参考文書の日付を明
記しなくてはならない。ファンドが参考文書より文章の一部を引用
する場合、当該説明文にて、参照元部分をページ、段落、項目又
はその他方法にて、明確に特定できるようにしなくてはならない。 
 
情報が、完全版目論見書以外の参考文章より引用された場合、
当該説明文にて、引用された情報が完全版目論見書と同様の方
法にて無料で入手できる旨を説明しなければならない。 
 
 
ファンドは、当該要約目論見書が、該当する下記のいずれかに関
連して使用されることを目的としており、その他の投資家向けで
はない旨の説明分を加えるため、当該説明文を変更しなければ
ならない。 
・内国歳入法第401条k項（26 U.S.C. 401(k)参照）の資格の要件を
満たす確定拠出年金（defined contribution plan ） 
・内国歳入法第403条b項又は第457条（26 U.S.C. 403(b) 又は 
457参照）に基づく課税繰り述べ契約 
・内国歳入法第817条d項（26 U.S.C. 817(d)参照）に定められる変
額型投資契約 
 
(2) 要約目論見書の内容 
本段落(b)にて特段の定めがない限り、Form N-1AのItem2 から
Item8 にて要求又は許可される情報のみを当該Formにて定めら
れる順序で提供する。要約目論見書ではForm N-1AのInstruction 
2(c) から Item 4(b)(2) にて要求される説明及び情報を省略するこ
とができる。 
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(3) Incorporation by reference.  
 
(i) Except as provided by paragraph (b)(3)(ii) of this section, 
information may not be incorporated by reference into a Summary 
Prospectus. Information that is incorporated by reference into a 
Summary Prospectus in accordance with paragraph (b)(3)(ii) of this 
section need not be sent or given with the Summary Prospectus. 
 
(ii) A Fund may incorporate by reference into a Summary 
Prospectus any or all of the information contained in the Fund's 
Statutory Prospectus and Statement of Additional Information, 
and any information from the Fund's reports to shareholders 
under §270.30e-1 that the Fund has incorporated by reference 
into the Fund's Statutory Prospectus, provided that: 
 
(A) The conditions of paragraphs (b)(1)(v)(B) and (e) of this section 
are met; 
(B) A Fund may not incorporate by reference into a Summary 
Prospectus information that paragraphs (b)(1) and (2) of this 
section require to be included in the Summary Prospectus; and 
(C) Information that is permitted to be incorporated by reference 
into the Summary Prospectus may be incorporated by reference 
into the Summary Prospectus only by reference to the specific 
document that contains the information, not by reference to 
another document that incorporates such information by 
reference. 

(3)参考文書からの引用 
 
(i)本条の段落 (b)(3)(ii)に特段の定めがない限り、要約目論見書
に参考文書より情報を引用してはならない。本条文の段落 
(b)(3)(ii)に基づき引用された参考文書は、要約目論見書とともに
送付若しくは提供される必要はない。 
 
(ii) ファンドは、当該投資信託の完全版目論見書及び追加情報
（Fund‘s Statutory Prospectus and Statement of Additional 
Information）の一部若しくは全ての情報、かつ第270条第30e-1項
に基づく株主向け投資信託報告書（Fund’s reports ）に記載される

いかなる情報も要約目論見書に引用することができる。ただし、
下記のいずれの条件も満たしている場合に限る。 
 
 
(A) 本条文段落 (b)(1)(v)(B) と(e) の条件を満たす。 
(B) ファンドは本条文段落 (b)(1)と (2)にて要約目論見書に含める

ことを義務付けられている事項について参考文書より引用しては
ならない。 
(C)要約目論見書に引用されることが許可されている参考情報は、 
当該参考情報を含んでいる特定の文書からのみ要約目論見書
に引用されることができる。当該参考情報を引用しているその他
の文書から引用することはできない。 
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(iii) For purposes of §230.159, information is conveyed to a 
person not later than the time that a Summary Prospectus is 
received by the person if the information is incorporated by 
reference into the Summary Prospectus in accordance with 
paragraph (b)(3)(ii) of this section. 
 
(4) Multiple Funds and Classes. A Summary Prospectus may 
describe only one Fund, but may describe more than one Class of a 
Fund. 

(iii)当該参考情報が、本条文段落(b)(3)(ii) に従い要約目論見書
に引用されている場合、第230条第159項に準拠するため、参考

情報は要約目論見書が受領されるより前に手渡されていなくて
はならない。 
 
 
(4) 複数のファンドとクラス 
要約目論見書は一つの投資信託についてのみ記載することがで
きる。ただし投資信託に複数のクラスがある場合にはそのクラス
について記載することができる。 
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§230.165   Offers made in connection with a 
business combination transaction. 
PRELIMINARY NOTE: This section is available only to 
communications relating to business combinations. The 
exemption does not apply to communications that may be in 
technical compliance with this section, but have the primary 
purpose or effect of conditioning the market for another 
transaction, such as a capital-raising or resale transaction. 
(a) Communications before a registration statement is filed. 
Notwithstanding section 5(c) of the Act (15 U.S.C. 77e(c)), 
the offeror of securities in a business combination transaction 
to be registered under the Act may make an offer to sell or 
solicit an offer to buy those securities from and including the 
first public announcement until the filing of a registration 
statement related to the transaction, so long as any written 
communication (other than non-public communications 
among participants) made in connection with or relating to 
the transaction (i.e., prospectus) is filed in accordance with 
§230.425 and the conditions in paragraph (c) of this section 
are satisfied. 
(b) Communications after a registration statement is filed. 
Notwithstanding section 5(b)(1) of the Act (15 U.S.C. 
77e(b)(1)), any written communication (other than non-public 
communications among participants) made in connection 
with or relating to a business combination transaction (i.e., 
prospectus) after the filing of a registration statement related 
to the transaction need not satisfy the requirements of 
section 10 (15 U.S.C. 77j) of the Act, so long as the 
prospectus is filed in accordance with §230.424 or 
§230.425 and the conditions in paragraph (c) of this section 
are satisfied. 

連邦規則集 230.165 企業結合取引に関する買付 
 
予備ノート：本条は、企業結合に係るコミュニケーションに関して
のみ適用される。免除は、本条を技術的に遵守するコミュニケー
ションには適用されないが、資本調達や転売取引のような別取引
の市場の調整に関して主な目的や影響がある。 
 
 
(a)届出書提出前のコミュニケーション 
証券法(15U.S.C.77e(c))第5項(c)に関わらず、(関係者間の非公
式なコミュニケーション以外の)企業結合取引に関する書面のコ
ミュニケーション(例えば、目論見書)が、§230.425 に従って提出
され、本条の段落(c)の条件が満たされる限りにおいて、証券法

により登録される企業結合取引の証券買付者は、最初の公表時
から企業結合取引に関する届出書の提出までの間に、当該証券
の売却若しくは購入の勧誘を行うことができる。 
 
 
 
 
(b)届出書提出後のコミュニケーション 
証券法(15U.S.C.77e(b)(1))第5項(b)(1)に関わらず、目論見書
が§230.424若しくは§230.425に従って提出され、本条の段落
(c)の条件が満たされる限りにおいて、企業結合取引に関する届
出書の提出後の、(関係者間の非公式なコミュニケーション以外
の)企業結合取引に関する書面のコミュニケーション(例えば、目
論見書)は、証券法第10条(15 U.S.C. 77j)の要求事項を満たす
必要はない。 
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(c) Conditions. To rely on paragraphs (a) and (b) of this 
section: 
(1) Each prospectus must contain a prominent legend that 
urges investors to read the relevant documents filed or to be 
filed with the Commission because they contain important 
information. The legend also must explain to investors that 
they can get the documents for free at the Commission's web 
site and describe which documents are available free from 
the offeror; and 
(2) In an exchange offer, the offer must be made in 
accordance with the applicable tender offer rules 
(§§240.14d-1 through 240.14e-8 of this chapter); and, in a 
transaction involving the vote of security holders, the offer 
must be made in accordance with the applicable proxy or 
information statement rules (§§240.14a-1 through 240.14a-
101 and §§240.14c-1 through 240.14c-101 of this chapter). 
(d) Applicability. This section is applicable not only to the 
offeror of securities in a business combination transaction, 
but also to any other participant that may need to rely on and 
complies with this section in communicating about the 
transaction. 

(c)条件 本条(a)(b)に依拠するために、 
 
(1)各目論見書には重要な情報が含まれているため、証券取引

委員会に提出された若しくは提出される書類を閲覧するよう投資
家を促す目立つ説明文を、各目論見書に含める必要がある。当
該説明文はまた、投資家が証券取引委員会のウェブサイトで無
料で文書を入手できることを説明し、どの書類を買付者から自由
に入手できるか記載しなければならない。 
 
(2)株式交換による株式公開買付において、買付は該当する株式
公開買付のルール(この章の240.14d-1から240.14e-8)に従わな

ければならない。株主の議決権の関係する取引において、買付
は該当する議決の勧誘若しくは情報説明書に関するルール(この
章の240.14a-1から240.14a-101及び、240.14c-1から240.14c-
101)に従わなければならない。 
 
(d)適用範囲 本条は、企業結合取引の証券買付者だけでなく、

企業結合取引のコミュニケーションにおいて本条に依拠する必要
がありまた遵守している、いかなる関係者にも適用される。 
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(e) Failure to file or delay in filing. An immaterial or 
unintentional failure to file or delay in filing a prospectus 
described in this section will not result in a violation of section 
5(b)(1) or (c) of the Act (15 U.S.C. 77e(b)(1) and (c)), so long 
as: 
(1) A good faith and reasonable effort was made to comply 
with the filing requirement; and 
(2) The prospectus is filed as soon as practicable after 
discovery of the failure to file. 
(f) Definitions.  
(1) A business combination transaction means any 
transaction specified in §230.145(a) or exchange offer; 
(2) A participant is any person or entity that is a party to the 
business combination transaction and any persons 
authorized to act on their behalf; and  
(3) Public announcement is any oral or written 
communication by a participant that is reasonably designed 
to, or has the effect of, informing the public or security 
holders in general about the business combination 
transaction. 

(e)未提出若しくは提出遅延 本条に記載する重要でない若しくは

意図的でない目論見書の未提出若しくは提出遅延は、次の場合
に限り、証券法(15U.S.C.77e(b)(1)及び(c))第5条(b)(1)若しくは
(c)の違反ではない。 
 
(1)提出要件を満たすため、誠実かつ合理的な努力がなされた。 
 
(2)目論見書は、未提出であることの判明後、速やかに提出され
た。 
(f)定義  
(1)企業結合取引は、230.145(a)に記載される取引、若しくは株
式交換による株式公開買付をいう。 
(2)関係者とは、企業結合取引の当事者である個人若しくは法人
及び代表して行動する権限を付与された者をいう。 
 
(3)公表とは、企業結合取引について、公衆若しくは一般株主に

知らせることを合理的に企図した、若しくは知らせる効果のある、
口頭若しくは書面による関係者によるコミュニケーションをいう。 
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§ 230.145 Reclassification of securities, 
mergers, consolidations and acquisitions of 
assets. 
(a) Transactions within this section. An offer, offer to sell, 
offer for sale, or sale shall be deemed to be involved, within 
the meaning of section 2(3) of the Act, so far as the security 
holders of a corporation or other person are concerned 
where, pursuant to statutory provisions of the jurisdiction 
under which such corporation or other person is organized, 
or pursuant to provisions contained in its certificate of 
incorporation or similar controlling instruments, or otherwise, 
there is submitted for the vote or consent of such security 
holders a plan or agreement for:  
(1) Reclassifications. A reclassification of securities of such 
corporation or other person, other than a stock split, reverse 
stock split, or change in par value, which involves the 
substitution of a security for another security;  
(2) Mergers of consolidations. A statutory merger or 
consolidation or similar plan or acquisition in which securities 
of such corporation or other person held by such security 
holders will become or be exchanged for securities of any 
person, unless the sole purpose of the transaction is to 
change an issuer's domicile solely within the United States; 
or  
(3) Transfers of assets. A transfer of assets of such 
corporation or other person, to another person in 
consideration of the issuance of securities of such other 
person or any of its affiliates, if:  

連邦規則集230.145 証券の区分変更、吸収合併、
新設合併、資産の買収 
 
(a)本条における取引 
当該会社若しくは他の者が設立された管轄の法規定により、若
しくは定款若しくは類似の管理文書の規定により、あるいはそ
の他の規定により、次に関して、当該証券保有者の投票若しく
は同意のために提出された計画若しくは契約がある場合には、
募集、売付の申込若しくは売付は、証券法2(3)の意味において、
証券保有者若しくは他の者に関係するとみなす。 

 
 
 
(1)区分変更 
株式分割、株式併合若しくは額面変更以外で、ある証券を他の
証券に交換する、当該会社若しくは他の者の証券の区分変更 

 
(2)合併 
取引の唯一の目的が、合衆国内で発行者の所在地を変更する
ことでない限り、当該証券保有者によって保有される当該会社
若しくは他の者の証券が、別の者の証券となる若しくは交換さ
れる、法定の吸収合併、新設合併若しくは同様の計画若しくは
買収 

 
(3)資産譲渡 
次の場合には、当該他の者若しくはその関連者の株式の発行
を対価とした、当該会社若しくは他の者の資産の、別の者への
譲渡 

108 

https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=4ed1f5c5b990cb435068fa10ed035768&term_occur=5&term_src=lii:cfr:2014:17:0:-:II:-:230:-:230.145
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=25f83851728d94887162c1e2f7f18152&term_occur=1&term_src=lii:cfr:2014:17:0:-:II:-:230:-:230.145
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=25f83851728d94887162c1e2f7f18152&term_occur=2&term_src=lii:cfr:2014:17:0:-:II:-:230:-:230.145
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=0add032c385071ce596e474a40b42cba&term_occur=2&term_src=lii:cfr:2014:17:0:-:II:-:230:-:230.145
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=25f83851728d94887162c1e2f7f18152&term_occur=3&term_src=lii:cfr:2014:17:0:-:II:-:230:-:230.145
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=0add032c385071ce596e474a40b42cba&term_occur=3&term_src=lii:cfr:2014:17:0:-:II:-:230:-:230.145
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=25f83851728d94887162c1e2f7f18152&term_occur=4&term_src=lii:cfr:2014:17:0:-:II:-:230:-:230.145
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=25f83851728d94887162c1e2f7f18152&term_occur=5&term_src=lii:cfr:2014:17:0:-:II:-:230:-:230.145
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=293a30647dd98de15377ca73233d2f7d&term_occur=1&term_src=lii:cfr:2014:17:0:-:II:-:230:-:230.145
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=e98bdd37475df4f2b94702c6e7d6e4c5&term_occur=1&term_src=lii:cfr:2014:17:0:-:II:-:230:-:230.145
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=25f83851728d94887162c1e2f7f18152&term_occur=8&term_src=lii:cfr:2014:17:0:-:II:-:230:-:230.145
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=25f83851728d94887162c1e2f7f18152&term_occur=6&term_src=lii:cfr:2014:17:0:-:II:-:230:-:230.145
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=25f83851728d94887162c1e2f7f18152&term_occur=7&term_src=lii:cfr:2014:17:0:-:II:-:230:-:230.145


株主総会プロセスに係る諸規定  

 6.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 

国名  条文 仮訳 

米国 

(i) Such plan or agreement provides for dissolution of the 
corporation or other person whose security holders are voting 
or consenting; or  
(ii) Such plan or agreement provides for a pro rata or similar 
distribution of such securities to the security holders voting or 
consenting; or  
(iii) The board of directors or similar representatives of such 
corporation or other person, adopts resolutions relative to 
paragraph (a)(3) (i) or (ii) of this section within 1 year after the 
taking of such vote or consent; or  
(iv) The transfer of assets is a part of a preexisting plan for 
distribution of such securities, notwithstanding paragraph 
(a)(3) (i), (ii), or (iii) of this section. 

(i) 当該計画若しくは契約が、証券保有者が投票若しくは同意し
ている、当該会社若しくは他の者の解散を規定している場合 

 
(ii) 当該計画若しくは契約が、証券保有者の投票若しくは同意に

対して、比例若しくは同様の配分を規定している場合 
 
(iii) 当該会社若しくは他の者の取締役会若しくは同様の代表が、

投票若しくは同意後、1年以内に、本条(a)(3)(i)若しくは(ii)に
関する決議を 採択する場合 
 

(iv) 本条(a)(3)(i)(ii)若しくは(iii)に関わらず、資産の移転が当該

証券の分配に関する以前から存在する計画の一部である場
合 
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§ 240.14A-101 - SCHEDULE 14A. 
INFORMATION REQUIRED IN PROXY 
STATEMENT. 
Item 14. Mergers, consolidations, acquisitions and similar 
matters. (See Notes A and D at the beginning of this 
Schedule) 
Instructions to Item 14: 1. In transactions in which the 
consideration offered to security holders consists wholly or in 
part of securities registered under the Securities Act of 1933, 
furnish the information required by Form S-4 (§ 239.25 of 
this chapter), Form F-4 (§ 239.34 of this chapter), or Form 
N-14 (§ 239.23 of this chapter), as applicable, instead of this 
Item. Only a Form S-4, Form F-4, or Form N-14 must be filed 
in accordance with § 240.14a-6(j). 
2. (a) In transactions in which the consideration offered to 
security holders consists wholly of cash, the information 
required by paragraph (c)(1) of this Item for the acquiring 
company need not be provided unless the information is 
material to an informed voting decision (e.g., the security 
holders of the target company are voting and financing is not 
assured). 

連邦規則集240.14A-101 別表14A 委任状説明書
で要求される情報 
 
第14号 吸収合併、新設合併、買収及び類似行為(本表の最初の
Note A及びDを参照) 
 
第14号 に対する説明 
証券保有者に提供される対価の全て若しくは一部が、1933年証

券法により登録された証券である取引では、本号の代わりに、該
当がある場合、様式S-4(この章の239.25)、様式F-4(この章の
239.34)若しくは様式N-14(この章の239.23)で要求される情報を
提出する。様式S-4、様式F-4若しくは様式N-14は、240.14a-6(j)
に従って、提出しなければならない。 
 
2.(a)証券保有者に提供される対価の全てが、現金である取引で

は、情報が内容をよく理解した上での投票判断に重要でない限り
(例えば、対象会社の証券保有者が投票を行い、資金調達は保
証されていない)、取得会社に関する本号(c)(1)の情報は必要な
い。 
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 6.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 

国名  条文 仮訳 

英国 

Companies Act 2006  423 
Duty to circulate copies of annual accounts and reports 
(1) Every company must send a copy of its annual accounts 
and reports for each financial year to— 
(a) every member of the company, 
(b) every holder of the company’s debentures, and 
(c) every person who is entitled to receive notice of general 
meetings. 
 
Companies Act 2006  1144(2) 
Sending or supplying documents or information 
Documents or information to be sent or supplied by a 
company must be sent or supplied in accordance with the 
provisions of Schedule 5. 

2006年会社法第423条 
年次財務諸表の配布義務 
(1) 全ての会社は、各会計年度における年次財務諸表及び報告書

の写しを、次の者に送付しなければならない。 
  (a) 会社の全株主 
  (b) 会社の社債の全保有者 
  (c) 株主総会の招集通知を受ける権利を有する全ての者 
 
 
2006年会社法第1144条(2) 
関連文書又は情報の送付又は提供 
会社により送付又は提供される文書又は情報は、Schedule5の規
定に従って送付又は提供されなければならない。 
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国名  条文 仮訳 

英国 

Companies Act 2006  1144(2) SCHEDULE 5  
Communications by a Company 
 
Part 1 Introduction, Application of this Schedule 
1 This Schedule applies to documents or information sent or 
supplied by a company. 
 
Part 2 Communications in Hard Copy Form 
 Introduction 
2 A document or information is validly sent or supplied by a 
company if it is sent or supplied in hard copy form in 
accordance with this Part of this Schedule. 
 
Method of Communication in Hard Copy Form 
3 (1) A document or information in hard copy form must be— 

(a)  handed to the intended recipient, or 
(b)  sent or supplied by hand or by post to an address (in 

accordance with paragraph 4). 
(2) For the purposes of this Schedule, a person sends a 

document or information by post if he posts a prepaid 
envelope containing the document or information. 

 
Address for Communications in Hard Copy Form 
4 (1) A document or information in hard copy form may be 
sent or supplied by the company— 

(a) to an address specified for the purpose by the intended 
recipient; 

(b) to a company at its registered office; 
(c) to a person in his capacity as a member of the 

company at his address as shown in the company's 
register of members; 

2006年会社法第1144条(2) 別表5 
会社によるコミュニケーション 
 
第1編 序文：本別表の適用 
1 本別表は、会社が送付又は提供する文書又は情報に適用す

る。 
 
第2編 ハードコピー形式の伝達 
序文 
2 本別表の本編に従って、ハードコピー形式で文書又は情報が

送付又は提供される場合、文書又は情報は、会社によって有
効に送付又は提供される。 

 
ハードコピー形式の伝達方法 
3 (1) ハードコピー形式の文書又は情報は、次の方法によらなけ

ればならない。 
     (a) 対象とする受取人に手渡す。 
  (b)（第4項に従って）手渡し又は郵便で、住所へ送付又は提供

する。 
(2) 本別表の目的のため、文書又は情報を同封した郵便料金支

払済の封筒を投函する場合、文書又は情報を郵便で送る。 
 
ハードコピー形式の伝達用の宛先 
4 (1)会社はハードコピー形式の文書又は情報を、次の宛先へ送

付又は提供することができる。 
(a) 対象とする受取人が、目的のために指定した宛先 
(b) 登録場所の会社 
(c) 株主名簿上の宛先の、会社の株主としての個人 
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国名  条文 仮訳 

英国 

(d) to a person in his capacity as a director of the 
company at his address as shown in the company‘s 
register of directors; 

(e) to an address to which any provision of the Companies 
Acts authorises the document or information to be 
sent or supplied. 

(2) Where the company is unable to obtain an address falling 
within sub-paragraph (1), the document or information 
may be sent or supplied to the intended recipient's last 
address known to the company. 

 
Part 3 CommunIcations in Electronic Form 
Introduction 
5 A document or information is validly sent or supplied by a 
company if it is sent in electronic form in accordance with this 
Part of this Schedule. 
 
Agreement to communications in electronic form 
6 A document or information may only be sent or supplied by 
a company in electronic form— 

(a) to a person who has agreed (generally or specifically) 
that the document or information may be sent or 
supplied in that form (and has not revoked that 
agreement), or 

(b) to a company that is deemed to have so agreed by a 
provision in the Companies Acts. 

 
Address for communications in electronic form 
7 (1) Where the document or information is sent or supplied 
by electronic means, it may only be sent or supplied to 
an address— 

(a)  specified for the purpose by the intended recipient 
(generally or specifically), or 

(d) 取締役名簿上の宛先の、会社の取締役としての個人 
 
 
(e) 会社法の規定により、文書又は情報の送付又は提供が認

められている宛先 
 

(2) 上記(1)に記載されている宛先の入手が不可能な場合、文書

又は情報を、会社の知る対象とする受取人の最終の宛先に
送付又は提供することができる。 

 
 
第3編 電磁的方法による伝達 
序文 
5  本別表の本編に従って、電磁的方法で文書又は情報が送付

又は提供される場合、文書又は情報は、会社によって有効に
送付又は提供される。 

 
電磁的方法による伝達への同意 
6 文書又は情報は、以下の者にのみ、電磁的方法で送付又は

提供することができる。 
(a) 文書又は情報が電磁的方法で送付又は提供されること

に関して（一般的に又は具体的に）同意し（当該同意の取
消を行っていない）個人 

 
(b)  会社法の規定により同意したとみなされる会社 

 
 
電磁的方法による伝達用の宛先 
7 (1) 会社は電磁的方法による文書又は情報を、次の宛先へ送

付又は提供することができる。 
 

(a) 対象とする受取人が、目的のために指定した宛先（一般
的に又は具体的に） 
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国名  条文 仮訳 

英国 

(b) where the intended recipient is a company, deemed by 
a provision of the Companies Acts to have been so 
specified. 

(2) Where the document or information is sent or supplied in 
electronic form by hand or by post, it must be— 
(a) handed to the intended recipient, or 
(b) sent or supplied to an address to which it could be 

validly sent if it were in hard copy form. 
 
Part 4 CommunIcatIons BY means of a weBsIte 
Use of website 
8 A document or information is validly sent or supplied by a 
company if it is made available on a website in accordance 
with this Part of this Schedule. 
 
Agreement to use of website 
9 A document or information may only be sent or supplied by 
the company to a person by being made available on a 
website if the person— 

(a) has agreed (generally or specifically) that the document 
or information may be sent or supplied to him in that 
manner, or 

(b) is taken to have so agreed under— 
(i) paragraph 10 (members of the company etc), or 
(ii) paragraph 11 (debenture holders), and has not 

revoked that agreement. 
10 (1) This paragraph applies to a document or information to 

be sent or supplied to a person— 
(a) as a member of the company, or 
(b) as a person nominated by a member in accordance 

with the company's articles to enjoy or exercise all or 
any specified rights of the member in relation to the 
company, or 

(c) as a person nominated by a member under section 
146 to enjoy information rights. 

(b)  対象とする受取人が会社である場合、会社法の規定によ
りそのように特定されたとみなされる先 

 
(2) 電磁的方法による文書又は情報が、手渡し又は郵便により送

付又は提供される場合、次の方法によらなければならない。 
(a) 対象とする受取人に手渡す、又は 
(b) ハードコピー形式の場合に有効とされる宛先に送付又は

提供する。 
 
第4編 ウェブサイトの使用による伝達 
ウェブサイトの使用 
8 本別表の本編に従って、文書又は情報がウェブサイト上で公

開される場合、文書又は情報は、会社によって有効に送付又
は提供される。 

 
ウェブサイトの使用への同意 
9 文書又は情報は、次の者にのみ、ウェブサイト上で公開するこ

とで送付又は提供することができる。 
 
(a) 文書又は情報が当該方法で送付又は提供されることに関し

て（一般的に又は具体的に）同意している、若しくは 
 
(b) 次の項により同意したとみなされる 

(i) 第10項（会社の株主等）、又は 
(ii)第11項（社債保有者） 
かつ当該同意の取消しを行っていない 

10 (1) 本項は、次の個人に送付又は提供された文書又は情報に
適用される。 

(a) 会社の株主、又は 
(b) 会社に関して全て又は特定の権利を享受又は行使する

ため、定款に従って株主によって指名された個人 
 
 

(c) 情報受領権を享受するため、第146条に従って株主に
よって指名された個人 114 
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国名  条文 仮訳 

英国 

(2) To the extent that— 
(a) the members of the company have resolved that the 

company may send or supply documents or information 
to members by making them available on a website, or 

(b) the company's articles contain provision to that effect, 
(3) The conditions are that— 

(a) the person has been asked individually by the 
company to agree that the company may send or 
supply documents or information generally, or the 
documents or information in question, to him by means 
of a website, and 

(b) the company has not received a response within the 
period of 28 days beginning with the date on which the 
company's request was sent. 

(4) A person is not taken to have so agreed if the company's 
request— 

(a) did not state clearly what the effect of a failure to 
respond would be, or 

(b) was sent less than twelve months after a previous 
request made to him for the purposes of this paragraph 
in respect of the same or a similar class of documents 
or information. 

(5) Chapter 3 of Part 3 (resolutions affecting a company's 
constitution) applies to a resolution under this paragraph. 
 
Deemed agreement of debenture holders to use of 
website 
11 (1) This paragraph applies to a document or information to 
be sent or supplied to a person as holder of a company's 
debentures. 

(2) 次の範囲で、 
(a) ウェブサイトで公開することで、文書又は情報の送付又は

提供可能である旨を株主が決議した、又は 
 

(b) 定款に、その旨の規定が含まれる。 
(3) 次の条件により適用される。 

(a) 一般的な文書又は情報、又は当該文書又は情報を、ウェ
ブサイトにより送付又は提供することに同意するよう、会
社により個別に依頼され、かつ 
 

(b) 会社の依頼が送付された日から28日以内に、会社が返
信を受領していない。 

 
 
(4) 会社の要請が次の場合は、個人が同意したとはみなさない。 
 

(a) 返信しない場合の影響を、明確に記載しなかった場合 
 

(b) 同等又は類似の文書又は情報に関して、本項の目的で
依頼してから12ヶ月以内に送付された場合 

 
 
(5) 第3編第3章（会社の定款に影響を及ぼす決議）は、本項にお

ける決議に適用する。 
 
ウェブサイトの使用に対する社債保有者のみなし同意 
 
11 (1) 本項は、会社の社債保有者へ送付又は提供される文書又
は情報に適用する。 
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英国 

(2) To the extent that— 
(a) the relevant debenture holders have duly resolved that 

the company may send or supply documents or 
information to them by making them available on a 
website, or 

(b)  the instrument creating the debenture in question 
contains provision to that effect, a debenture holder in 
relation to whom the following conditions are met is 
taken to have agreed that the company may send or 
supply documents or information to him in that 
manner. 

(3) The conditions are that— 
(a)  the debenture holder has been asked individually by 

the company to agree that the company may send or 
supply documents or information generally, or the 
documents or information in question, to him by 
means of a website, and 

(b)  the company has not received a response within the 
period of 28 days beginning with the date on which 
the company's request was sent. 

(4) A person is not taken to have so agreed if the company's 
request— 

(a) did not state clearly what the effect of a failure to 
respond would be, or 

(b) was sent less than twelve months after a previous 
request made 

(5) For the purposes of this paragraph— 
(a) the relevant debenture holders are the holders of 

debentures of the company ranking pari passu for all 
purposes with the intended recipient, and 

(b) a resolution of the relevant debenture holders is duly 
passed if they agree in accordance with the provisions 
of the instruments creating the debentures. 

(2) 次の範囲で、 
(a) ウェブサイトで公開することで、文書又は情報の送付又は

提供可能である旨を関連する社債保有者が、正式に決
議した、又は 

 
(b) 次の条件を満たす社債保有者は、会社が文書又は情報

を当該方法で送付又は提供することに同意したとみなす
旨の規定を、当該社債証券が含んでいる。 

 
 
 

(3) 次の条件により適用される。 
(a) 一般的な文書又は情報、又は当該文書又は情報を、ウェ

ブサイトにより送付又は提供することに同意するよう、会
社が各社債保有者に依頼し、かつ 
 
 

(b) 会社の依頼が送付された日から28日以内に、会社が返
信を受領していない。 

 
(4)会社の要請が次の場合は、個人が同意したとはみなさない。 
 

(a) 返信しない場合の影響を、明確に記載しなかった場合 
 

(b) 前回の依頼から12ヶ月以内に送付された場合 
 
(5) 本項の目的に関して、 

(a) 関連する社債保有者は、対象とする受取人の目的で、同
等に位置づけられる会社の社債保有者であり、また 
 

(b) 関連する社債保有者の決議は、社債証券の条項に従い
同意する場合、正式に可決される。 
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英国 

Availability of document or information 
12 (1) A document or information authorised or required to be 
sent or supplied by means of a website must be made 
available in a form, and by a means, that the company 
reasonably considers will enable the recipient— 

(a) to read it, and 
(b) to retain a copy of it. 
 

(2) For this purpose a document or information can be read 
only if— 

(a) it can be read with the naked eye, or 
(b) to the extent that it consists of images (for example 

photographs, pictures, maps, plans or drawings), it can 
be seen with the naked eye. 

 
Notification of availability 
13 (1) The company must notify the intended recipient of— 

(a) the presence of the document or information on the 
website, 

(b) the address of the website, 
(c) the place on the website where it may be accessed, 

and 
(d) how to access the document or information. 
 

(2) The document or information is taken to be sent— 
(a) on the date on which the notification required by this 

paragraph is sent, or 
(b) if later, the date on which the document or information 

first appears on the website after that notification is 
sent. 

文書又は情報の入手可能性 
12 (1) ウェブサイトによる送付又は提供を許可又は要求されてい

る文書又は情報は、受取人が(a)それらを読むことができ、
かつ(b)コピーを保有することができると、会社が合理的

に考える形式、及び手段で利用可能にしなければならな
い。 

 
 
(2) この目的のためには、文書又は情報は次のような場合のみ、

読むことができる。 
(a)裸眼で読むことができる、又は 
(b) イメージ（例：写真、絵、地図、計画、図面）により構成さ

れている限りにおいては、裸眼で閲覧することができる。 
 
 
入手可能通知 
13 (1) 会社は、対象とする受取人に、次の事項を通知しなけれ

ばならない。 
(a) ウェブサイトに文書又は情報が掲載されていること 
(b) ウェブサイトのアドレス 
(c) 文書又は情報にアクセスするウェブサイト上の場所 

 
(d) 文書又は情報のアクセス方法 

 
(2)文書又は情報は、次の日に送付されたとみなす。 
(a) 本項で要求される通知が送付された日、又は 
(b) (a)の後の場合は、当該通知が送付された後、ウェブサイトで

文書又は情報が公開された日 
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Period of availability on website 
14 (1) The company must make the document or information 
available on the website throughout— 

(a) the period specified by any applicable provision of the 
Companies Acts, or 

(b) if no such period is specified, the period of 28 days 
beginning with the date on which the notification 
required under paragraph 13 is sent to the person in 
question. 

(2) For the purposes of this paragraph, a failure to make a 
document or information available on a website throughout 
the period mentioned in sub-paragraph (1) shall be 
disregarded if— 

(a) it is made available on the website for part of that 
period, and 

(b) the failure to make it available throughout that period is 
wholly attributable to circumstances that it would not be 
reasonable to have expected the company to prevent 
or avoid. 

 
Part 5 
Other Agreed Forms of Communication 
 
15 A document or information that is sent or supplied 
otherwise than in hard copy or electronic form or by means of 
a website is validly sent or supplied if it is sent or supplied in 
a form or manner that has been agreed by the intended 
recipient. 

ウェブサイトでの入手可能期間 
14 (1) 会社は、文書又は情報を次の期間に渡って入手できるよ

うにしなければならない。 
(a) 会社法の該当する規定で特定された期間、又は 

 
(b) 特定された期間がない場合、第13項で要求される通知が、

当該個人に送付された日から28日間 
 
 
(2) 本項の目的のため、上記(1)で記載した期間に渡って、文書又

は情報がウェブサイト上で公開できないことは、次の場合には
度外視する。 

 
(a) 当該期間、ウェブサイトで文書又は情報が入手可能であ

り、かつ 
(b) 当該期間に渡って文書又は情報を入手可能にできなかっ

たことは、会社に防止又は回避を期待するのが合理的で
はないような状況が原因である 

 
 
第5編 
その他の同意された伝達形式 
 
15 ハードコピー、電磁的方法、又はウェブサイト以外で送付又は

提供された文書又は情報は、対象とする受取人が同意した形
式又は手段により送付又は提供される場合、有効に送付又は
提供される。 
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Part 6 Supplementary provisions 
Joint holders of shares or debentures 
16(1)This paragraph applies in relation to documents or 
information to be sent or supplied to joint holders of shares or 
debentures of a company. 
(2)Anything to be agreed or specified by the holder must be 
agreed or specified by all the joint holders. 
(3)Anything authorised or required to be sent or supplied to 
the holder may be sent or supplied either— 

(a)to each of the joint holders, or 
(b)to the holder whose name appears first in the register 

of members or the relevant register of debenture 
holders. 

(4)This paragraph has effect subject to anything in the 
company's articles. 
 
Death or bankruptcy of holder of shares 
17(1)This paragraph has effect in the case of the death or 
bankruptcy of a holder of a company's shares. 
(2)Documents or information required or authorised to be 
sent or supplied to the member may be sent or supplied to 
the persons claiming to be entitled to the shares in 
consequence of the death or bankruptcy— 

(a)by name, or 
(b)by the title of representatives of the deceased, or 

trustee of the bankrupt, or by any like description, at the 
address in the United Kingdom supplied for the 
purpose by those so claiming.  

(3)Until such an address has been so supplied, a document 
or information may be sent or supplied in any manner in 
which it might have been sent or supplied if the death or 
bankruptcy had not occurred. 

第6編 付則 
株式又は社債の共同保有者 
16 (1) 本項は、会社の株式又は社債の共同保有者に文書又は

情報を送付又は提供する際に適用される。 
 
(2) 保有者により同意又は特定される事項は、全ての共同保有

者により同意又は特定されなければならない。 
(3) 保有者に送付又は提供されることが許可又は要求される事

項は、次のいずれかの者に送付又は提供することができる。 
(a) 各共同保有者、又は 
(b) 株主名簿又は関連する社債保有者名簿の最初に表示

される名前の保有者 
 
(4) 本項は、定款に従って効力を有する。 
 
 
株式保有者の死去又は破産 
17 (1) 本項は、会社の株式保有者が死去又は破産した場合に

適用する。 
(2) 株主に送付又は提供することが要求又は許可されている文

書又は情報は、死去又は破産の結果、株式の権利付与を請
求する個人に、次の宛名で、送付又は提供することができる。 

(a) その者の名前、又は 
(b) 当該目的のために、請求人により提供された英国内の住

所で、故人の代理人、破産管財人の地位、又は同等の記
述 

 
 
(3)当該住所が提供されるまでは、死去又は破産が発生していな

い場合に送付又は提供されるはずであった方法で文書又は
情報を送付又は提供することができる。 
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国名  条文 仮訳 

英国 

(4)This paragraph has effect subject to anything in the 
company's articles. 
(5)References in this paragraph to the bankruptcy of a 
person include— 

(a)the sequestration of the estate of a person; 
(b)a person's estate being the subject of a protected trust 

deed (within the meaning of the Bankruptcy (Scotland) 
Act 1985 (c. 66)). 

In such a case the reference in sub-paragraph (2)(b) to the 
trustee of the bankrupt is to be read as the permanent or 
interim trustee (within the meaning of that Act) on the 
sequestrated estate or, as the case may be, the trustee 
under the protected deed.  

(4)本項は、定款に従って効力を有する。 
 
(5) 本項における個人の破産は、次を含む。 
 

(a) 個人財産の仮差押え 
(b) 保護信託財産に該当する個人財産（スコットランドの

Bankruptcy Act 1985 (c.66)の意義において） 
 

この場合、(2)(b)の破産管財人は、（当該Actの意義において）仮

差押え財産に関する永久的又は暫定的管財人として、場合に
よっては保護財産譲渡証書における管財人として読む。 
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株主総会プロセスに係る諸規定  

 6.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 

国名  条文 仮訳 

独国 

Aktiengesetz175 
Einberufung 
(2) Der Jahresabschluß, ein vom Aufsichtsrat gebilligter 
Einzelabschluss nach § 325 Abs. 2a des 
Handelsgesetzbuchs, der Lagebericht, der Bericht des 
Aufsichtsrats, der Vorschlag des Vorstands für die 
Verwendung des Bilanzgewinns und bei börsennotierten 
Aktiengesellschaften ein erläuternder Bericht zu den 
Angaben nach § 289 Abs. 4 Nr. 1 bis 5 und Abs. 5 sowie § 
315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs sind von der 
Einberufung an in dem Geschäftsraum der Gesellschaft zur 
Einsicht der Aktionäre auszulegen. Auf Verlangen ist jedem 
Aktionär unverzüglich eine Abschrift der Vorlagen zu erteilen. 
Bei einem Mutterunternehmen (§ 290 Abs. 1, 2 des 
Handelsgesetzbuchs) gelten die Sätze 1 und 2 auch für den 
Konzernabschluss, den Konzernlagebericht und den Bericht 
des Aufsichtsrats hierüber. Die Verpflichtungen nach den 
Sätzen 1 bis 3 entfallen, wenn die dort bezeichneten 
Dokumente für denselben Zeitraum über die Internetseite der 
Gesellschaft zugänglich sind. 

株式法第175条 
招集通知 
(2)年次財務諸表、監査役会が承認した商法第325条(2a)による

個別財務諸表、マネジメントレポート、監査役会の報告書、配当
可能利益の処分に関する取締役会の提案、上場会社の場合は、
商法第289条第4項第1文から第5文、第5項及び第315条第4項
による開示に関する説明は、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。 
株主は要求することで、当該書類の写しを即ちに提供される。 
(商法第290条第1項及び第2項の)親会社の場合、第1文及び第2
文は、連結財務諸表、連結マネジメントレポート及びこれらに関
する監査役会の報告書に適用する。 
第1文から第3文の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、第1文から第3文の義務は発生しない。 
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 6.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 
 

国名  条文 仮訳 

仏国 

Code de Commerce R225-73-1 
Pendant une période ininterrompue commençant au plus tard 
le vingt et unième jour précédant l'assemblée, les sociétés 
dont les actions sont admises aux négociations sur un 
marché réglementé publient sur le site internet prévu à 
l'article R. 210-20 les informations et documents suivants : 
 
Code de Commerce R225-88 
A compter de la convocation de l'assemblée et jusqu'au 
cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout 
actionnaire titulaire de titres nominatifs peut demander à la 
société de lui envoyer, à l'adresse indiquée, les documents 
et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 
225-83. La société est tenue de procéder à cet envoi avant la 
réunion et à ses frais. Cet envoi peut être effectué par un 
moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre 
dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63, à 
l'adresse indiquée par l'actionnaire.  
Le même droit est ouvert à tout actionnaire propriétaire de 
titres au porteur, qui justifie de cette qualité par la 
transmission d'une attestation d'inscription dans les comptes 
de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à 
l'article L. 211-3 du code monétaire et financier.  
Les actionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent, par 
une demande unique, obtenir de la société l'envoi des 
documents et renseignements précités à l'occasion de 
chacune des assemblées d'actionnaires ultérieures. 

商法 R225-73-1 
① 遅くとも総会の21日以上前から始まる連続する期間中、規制
市場における株式の取引が認められている会社は、R210-20所
定のインターネットサイト上に次の情報及び文書を掲示する。 
 

 
 

商法R225-88 
①株主総会の招集から総会の5日前まで、記名株式を保有する
株主は、R225-81及びR225-83所定の文書及び情報を、指定し
た住所に送付するよう会社に依頼できる。  
会社は、総会前に会社の費用で、これを送付しなければならない。 
当該送付は、R225-63所定の要件を満たした電磁的方法で、株
主により提出されたアドレスに送付することできる。 
 
 
 
 
②無記名株式を保有する株主も、通貨金融法典L211-3の仲介

者が保持する無記名株口座の登録証を送ることにより、同様の
権利が与えられる。 
 
 
③第1項の株主は、一度依頼をすることで、その後の各株主総会
に関連した前述の文書及び情報を会社から送付される。 
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日本 米国※1 

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 

会社法第299条第1項 Code of Federal Regulations 240.14a-16 

英国※3 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(3) Aktiengesetz §175(2) Code de Commerce R225-73-1 1項 

※3 公開会社の場合 

※1 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 
※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。 

株主総会プロセスに係る諸規定  

 6.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 
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国名  条文 仮訳 

日本 

会社法第299条 第1項 
株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の二週間
（前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除
き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間（当該株式会社
が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これ
を下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間））前ま
でに、株主に対してその通知を発しなければならない。  

－ 
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 6.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 

国名  条文 仮訳 

米国 

Code of Federal Regulations  240. 14a-16 
(a)(1) A registrant shall furnish a proxy statement pursuant to 
§240.14a-3(a), or an annual report to security holders 
pursuant to §240.14a-3(b), to a security holder by sending 
the security holder a Notice of Internet Availability of Proxy 
Materials, as described in this section, 40 calendar days or 
more prior to the security holder meeting date, or if no 
meeting is to be held, 40 calendar days or more prior to the 
date the votes, consents or authorizations may be used to 
effect the corporate action, and complying with all other 
requirements of this section. 
 
(n) Full Set Delivery Option. (1) For purposes of this 
paragraph (n), the term full set of proxy materials shall 
include all of the following documents: 
(i) A copy of the proxy statement; 
(ii) A copy of the annual report to security holders if required 
by §240.14a-3(b); and 
(iii) A form of proxy. 

連邦規則集240. 14a-16 
(a)(1)登録者は、この項に記載のとおり、株主総会の40日以上前、

若しくは総会が開催されない場合は、会社の行為に効力をもたら
すように行われる投票、同意、承認の日の40日以上前に、委任
状資料がインターネット上で取得可能であることの通知(Notice 
of Internet Availability of Proxy Materials)を証券保有者に送付

し、かつこの項の他の全ての要求事項を遵守することで、
240.14a-3(a)の委任状説明書、若しくは240.14a-3(b)のアニュア
ルレポートを証券保有者に提供する。 
 
 
 
(n)書類一式を送付する方法(Full Set Delivery Option) 
(1)この(n)の目的について、委任状勧誘書類の一式には、次の
書類全てを含む。 
(i)委任状説明書の写し 
(ii)240.14a-3(b)で要する場合、アニュアルレポートの写し 
(iii)委任状 
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国名  条文 仮訳 

英国 

Companies Act 2006  424 
Time allowed for sending out copies of accounts and 
reports 
(1) The time allowed for sending out copies of the company’s 
annual accounts and reports is as follows. 
(2) A private company must comply with section 423 not later 
than— 
(a) the end of the period for filing accounts and reports, or 
(b) if earlier, the date on which it actually delivers its accounts 
and reports to the registrar. 
(3) A public company must comply with section 423 at least 
21 days before the date of the relevant accounts meeting. 

2006年会社法 第424条 
財務諸表のコピーの送付期限 
(1) 会社の年次財務諸表及び報告書の写しの送付期限は、以下

のとおりである。 
 

(2) 非公開会社は、第423条に従い、以下の日付までに送付しな
ければならない。 

  (a) 財務諸表及び報告書の提出期限の末日、又は 
  (b)財務諸表及び報告書の実際に登記官へ提出した日が、(a)

よりも早い場合、当該提出した日 
(3) 公開会社は、第423条に従い、財務諸表に関連する株主総会

の開催日の少なくとも21日前までに送付しなければならない。 

独国 

Aktiengesetz175 
Einberufung 
(2) Der Jahresabschluß, ein vom Aufsichtsrat gebilligter 
Einzelabschluss nach § 325 Abs. 2a des 
Handelsgesetzbuchs, der Lagebericht, der Bericht des 
Aufsichtsrats, der Vorschlag des Vorstands für die 
Verwendung des Bilanzgewinns und bei börsennotierten 
Aktiengesellschaften ein erläuternder Bericht zu den 
Angaben nach § 289 Abs. 4 Nr. 1 bis 5 und Abs. 5 sowie § 
315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs sind von der 
Einberufung an in dem Geschäftsraum der Gesellschaft zur 
Einsicht der Aktionäre auszulegen. Auf Verlangen ist jedem 
Aktionär unverzüglich eine Abschrift der Vorlagen zu erteilen. 
Bei einem Mutterunternehmen (§ 290 Abs. 1, 2 des 
Handelsgesetzbuchs) gelten die Sätze 1 und 2 auch für den 
Konzernabschluss, den Konzernlagebericht und den Bericht 
des Aufsichtsrats hierüber. Die Verpflichtungen nach den 
Sätzen 1 bis 3 entfallen, wenn die dort bezeichneten 
Dokumente für denselben Zeitraum über die Internetseite der 
Gesellschaft zugänglich sind. 

株式法第175条 
招集通知 
(2)年次財務諸表、監査役会が承認した商法第325条(2a)による

個別財務諸表、マネジメントレポート、監査役会の報告書、配当
可能利益の処分に関する取締役会の提案、上場会社の場合は、
商法第289条第4項第1文から第5文、第5項及び第315条第4項
による開示に関する説明は、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。 
株主は要求することで、当該書類の写しを即ちに提供される。 
(商法第290条第1項及び第2項の)親会社の場合、第1文及び第2
文は、連結財務諸表、連結マネジメントレポート及びこれらに関
する監査役会の報告書に適用する。 
第1文から第3文の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、第1文から第3文の義務は発生しない。 

株主総会プロセスに係る諸規定  
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国名  条文 仮訳 

仏国 

Code de Commerce R225-73-1 
Pendant une période ininterrompue commençant au plus tard 
le vingt et unième jour précédant l'assemblée, les sociétés 
dont les actions sont admises aux négociations sur un 
marché réglementé publient sur le site internet prévu à 
l'article R. 210-20 les informations et documents suivants : 

商法R225-73-1 
① 遅くとも総会の21日以上前から始まる連続する期間中、規制
市場における株式の取引が認められている会社は、R210-20所
定のインターネットサイト上に次の情報及び文書を掲示する。 
 

株主総会プロセスに係る諸規定  
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日本 米国 

①定足数 

普通決議 
原則：議決権の過半数 
例外：定款で排除可※1 

特別決議 
原則：議決権の過半数 
例外：定款で議決権の1/3まで引き下げ可 

原則：議決権の過半数 
例外：定款で議決権の1/3まで引き下げ可 

会社法第309条第1項, 第2項 Delaware General Corporation Law §216 

②議決権の数 
一株一議決権※2 一株一議決権※3 

会社法第308条第1項 Delaware General Corporation Law §212(a) 

株主総会プロセスに係る諸規定  

 7.議決権 

※1 役員を選任し、又は解任する株主総会の決議の定足数については、定款の定めによっても議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1未満
にすることはできない（会社法341条）。 

※2 単元未満株式（会社法第308条第1項但書）、相互保有株式（会社法第308条第1項括弧書） 、自己株式（会社法第308条第2項）、議決権制限株式（会
社法第108条第1項第3号）等、一株一議決権の例外がある。 

※3 自己株式（Delaware General Corporation Law §160(c)）、議決権種類株式（Delaware General Corporation Law §151(a)）等、 一株一議決権の
例外がある。 
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日本 米国 

③議決権の行使方法 

代理 代理 

会社法第310条 Delaware General Corporation Law §212(b) 

書面 －※1 

会社法第298条第1項第3号, 第2項, 第311条 －※1 

電子 －※1 

会社法第298条第1項第4号, 第312条 －※1 

不統一行使 －※1 

会社法第313条 －※1 

株主総会プロセスに係る諸規定  

 7.議決権 

※1 デラウェア州会社法には、書面投票、電子投票及び不統一行使に関する規定はない模様である。 
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株主総会プロセスに係る諸規定  

 7.議決権 

英国 独国 仏国 

①定足数 

a. 一人株主の場合、一人 
b. a以外の場合、二人 －※1 普通総会：資本金の1/5超※2 

特別総会：資本金の1/4超※2 

Companies Act 2006 318 － Code de Commerce L225-96②, 
Code de Commerce L225-98② 

②議決権の数 

a又はb※3,4 
a. 一人一議決権 
b. 一株一議決権 

一株一議決権※5 一株一議決権※6 

Companies Act 2006 284 Aktiengesetz §12(2) Code de Commerce L225-122Ⅰ 

※1 法律上定足数は存在しないが、定款により定足数を定めることはできる（Aktiengesetz §133(1)）。 
※2 規制市場における株式の取引が認められていない会社は、定款により定足数を引き上げることができる（Code de Commerce L225-96②, Code de 

Commerce L225-98②）。 
※3 英国での議決権行使は、挙手又は請求があれば投票によりなされる。 
※4 自己株式（Companies Act 2006 726(2)）等、 一株一議決権の例外がある。 
※5 自己株式（Aktiengesetz §71b）、無議決権優先株式（Aktiengesetz §12(1)）、非上場会社は議決権の上限を設定できる（Aktiengesetz §134(1)）等、 

一株一議決権の例外がある。 
※6 自己株式（Code de Commerce L225-210）、株式を2年以上保有する株主の議決権を2倍にする（Code de Commerce L225-123）、議決権の上限を

設定できる（Code de Commerce L225-125）等、一株一議決権の例外がある。 
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株主総会プロセスに係る諸規定  

 7.議決権 

英国 独国 仏国 

③議決権の行使方法 

代理 代理※1 代理 

Companies Act 2006 324 Aktiengesetz §134 Code de Commerce L225-106Ⅰ 

書面 書面 書面 

Companies Act 2006 322A Aktiengesetz §118(2) Code de Commerce L225-107Ⅰ 

電子 電子 電子 

Companies Act 2006 360A Aktiengesetz §118(2) Code de Commerce R225-61, 
R225-98 

不統一行使 －※2 －※3 

Companies Act 2006 322 －※2 －※3 

※1 ドイツでは、無記名株式を銀行を通じて売買、銀行に寄託し、当該株式の議決権の代理行使を銀行に委任することが多いため、株式の寄託を受けた金
融機関が議決権を行使することができる（Aktiengesetz §135） 。 

※2 株式法上、不統一行使に関する規定はない模様。ただし、実務上、不統一行使は認められている（高橋英治「ドイツ会社法概説」228頁（有斐閣、初版、
2012））。  

※3 株式法上、不統一行使に関する規定はない模様。 

131 



国名  条文 仮訳 

日本 

株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決
権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主
が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。 
２  前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、

当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議
決権の過半数（三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっ
ては、その割合以上）を有する株主が出席し、出席した当該株主
の議決権の三分の二（これを上回る割合を定款で定めた場合に
あっては、その割合）以上に当たる多数をもって行わなければな
らない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の
数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めるこ
とを妨げない。 
一  第百四十条第二項及び第五項の株主総会 
二  第百五十六条第一項の株主総会（第百六十条第一項の特
定の株主を定める場合に限る。） 
三  第百七十一条第一項及び第百七十五条第一項の株主総会 
四  第百八十条第二項の株主総会 
五  第百九十九条第二項、第二百条第一項、第二百二条第三

項第四号、第二百四条第二項及び第二百五条第二項の株主総
会 
六  第二百三十八条第二項、第二百三十九条第一項、第二百

四十一条第三項第四号、第二百四十三条第二項及び第二百四
十四条第三項の株主総会 
七  第三百三十九条第一項の株主総会（第三百四十二条第三

項から第五項までの規定により選任された取締役（監査等委員
である取締役を除く。）を解任する場合又は監査等委員である取
締役若しくは監査役を解任する場合に限る。） 
八  第四百二十五条第一項の株主総会 

－ 
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国名  条文 仮訳 

日本 

九  第四百四十七条第一項の株主総会（次のいずれにも該当す
る場合を除く。）(規六十八) 

イ 定時株主総会において第四百四十七条第一項各号に掲げる
事項を定めること。 
ロ 第四百四十七条第一項第一号の額がイの定時株主総会の
日（第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三
十六条第三項の承認があった日）における欠損の額として法務
省令で定める方法により算定される額を超えないこと。 
十  第四百五十四条第四項の株主総会（配当財産が金銭以外

の財産であり、かつ、株主に対して同項第一号に規定する金銭
分配請求権を与えないこととする場合に限る。） 
十一  第六章から第八章までの規定により株主総会の決議を要
する場合における当該株主総会 
十二  第五編の規定により株主総会の決議を要する場合におけ
る当該株主総会 
３  前二項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会（種類株

式発行会社の株主総会を除く。）の決議は、当該株主総会におい
て議決権を行使することができる株主の半数以上（これを上回る
割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上）であって、
当該株主の議決権の三分の二（これを上回る割合を定款で定め
た場合にあっては、その割合）以上に当たる多数をもって行わな
ければならない。 
一  その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式

の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定め
を設ける定款の変更を行う株主総会 
二  第七百八十三条第一項の株主総会（合併により消滅する株

式会社又は株式交換をする株式会社が公開会社であり、かつ、
当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部
が譲渡制限株式等（同条第三項に規定する譲渡制限株式等をい
う。次号において同じ。）である場合における当該株主総会に限
る。） 

－ 
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国名  条文 仮訳 

日本 

三  第八百四条第一項の株主総会（合併又は株式移転をする株

式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対
して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等であ
る場合における当該株主総会に限る。） 

４  前三項の規定にかかわらず、第百九条第二項の規定による

定款の定めについての定款の変更（当該定款の定めを廃止する
ものを除く。）を行う株主総会の決議は、総株主の半数以上（これ
を上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上）で
あって、総株主の議決権の四分の三（これを上回る割合を定款で
定めた場合にあっては、その割合）以上に当たる多数をもって行
わなければならない。 
５  取締役会設置会社においては、株主総会は、第二百九十八

条第一項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をす
ることができない。ただし、第三百十六条第一項若しくは第二項
に規定する者の選任又は第三百九十八条第二項の会計監査人
の出席を求めることについては、この限りでない。 

－ 
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国名  条文 仮訳 

独国 

Aktiengesetz§133 
Grundsatz der einfachen Stimmenmehrheit 
(1) Die Beschlüsse der Hauptversammlung bedürfen der 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen (einfache 
Stimmenmehrheit), soweit nicht Gesetz oder Satzung eine 
größere Mehrheit oder weitere Erfordernisse bestimmen. 
(2) Für Wahlen kann die Satzung andere Bestimmungen 
treffen. 

株式法第133条 
単純多数決の原則 
(1)法律若しくは定款にて過半数を超える投票数、若しくは追加要

件の定めがある場合を除き、株主総会の決議には、過半数の投
票（単純多数決）を必要とする。 
 
(2)選挙に関して、定款で異なる規定を定めることができる。 

仏国 

Code de Commerce L225-96 
② Elle ne délibère valablement que si les actionnaires 
présents ou représentés possèdent au moins, sur première 
convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le 
cinquième des actions ayant le droit de vote. A défaut, la 
deuxième assemblée peut être prorogée à une date 
postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait 
été convoquée. Dans les sociétés dont les actions ne sont 
pas admises aux négociations sur un marché réglementé, les 
statuts peuvent prévoir des quorums plus élevés.  
 
Code de Commerce L225-98 
②Elle ne délibère valablement sur première convocation que 
si les actionnaires présents ou représentés possèdent au 
moins le cinquième des actions ayant le droit de vote. Dans 
les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux 
négociations sur un marché réglementé, les statuts peuvent 
prévoir un quorum plus élevé. Sur deuxième convocation, 
aucun quorum n'est requis.  

商法L225-96 
②出席し又は代理された株主が、最初の招集時は議決権付き株
式の少なくとも4分の1以上、第2回招集時は5分の1以上を有す

る場合、総会は有効に決議を行う。この条件が満たされない場合、
第2回総会を、総会が招集された日から2ヶ月以内に延期するこ

とができる。規制市場における株式の取引が認められていない
会社については、定款にて、より厳格な定足数を定めることがで
きる。 
 
 
 
商法L225-98 
②出席し又は代理された株主が、最初の招集時に議決権付き株
式の少なくとも5分の1以上を有する場合、総会は有効に決議を

行う。規制市場における株式の取引が認められていない会社に
ついては、定款にて、より厳格な定足数を定めることができる。第
2回の招集については、定足数の要件はない。 
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日本 

会社法第308条 
株主（株式会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有する
ことその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配
することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主を
除く。）は、株主総会において、その有する株式一株につき一個
の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合
には、一単元の株式につき一個の議決権を有する。 
 
２  前項の規定にかかわらず、株式会社は、自己株式について
は、議決権を有しない。 
 
会社法第108条第1項第3号 
 株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の
異なる二以上の種類の株式を発行することができる。ただし、指
名委員会等設置会社及び公開会社は、第九号に掲げる事項に
ついての定めがある種類の株式を発行することができない。 
一  剰余金の配当 
二  残余財産の分配 
三  株主総会において議決権を行使することができる事項 

－ 
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米国 

Delaware General Corporation Law  160 
(c) Shares of its own capital stock belonging to the 
corporation or to another corporation, if a majority of the 
shares entitled to vote in the election of directors of such 
other corporation is held, directly or indirectly, by the 
corporation, shall neither be entitled to vote nor be counted 
for quorum purposes. (略) 
 
Delaware General Corporation Law  212 
(a) Unless otherwise provided in the certificate of 
incorporation and subject to § 213 of this title, each 
stockholder shall be entitled to 1 vote for each share of 
capital stock held by such stockholder. If the certificate of 
incorporation provides for more or less than 1 vote for any 
share, on any matter, every reference in this chapter to a 
majority or other proportion of stock, voting stock or shares 
shall refer to such majority or other proportion of the votes of 
such stock, voting stock or shares. 
 
(b) Each stockholder entitled to vote at a meeting of 
stockholders or to express consent or dissent to corporate 
action in writing without a meeting may authorize another 
person or persons to act for such stockholder by proxy, but 
no such proxy shall be voted or acted upon after 3 years from 
its date, unless the proxy provides for a longer period. 

デラウェア州会社法第160条 
(C)会社若しくは他の会社（当該他の会社の取締役選任において

議決権を有する株式の過半数を、会社が直接又は間接に保有す
る場合）に属する自己株式は、議決権を付与されず、定足数にも
算入されない。 
 
 
 
デラウェア州会社法第212条 
(a)定款に別段の定めがないときは、この法律の第213条に従っ
て、各株主は、その保有する各株式につき1個の議決権を有する。
定款がいずれかの事項につき、1個より多いか又は少ない議決

権を定める場合、この編において株式の過半数若しくはその他の
割合というときは、そのような株式の過半数若しくはその他の割
合のことをいう。 
 
 
 
 
(b)株主総会において議決する、若しくは総会を開催せずに書面

で会社の行為に賛成又は反対の意見表明をする権利を有する
各株主は、委任状により自己のために行為する権限を他の者に
付与することができる。しかし、委任状が3年よりも長い期間を定
めない限り、その日付から3年後にはその委任状で議決又は行
為してはならない。 
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米国 

Delaware General Corporation Law  151 
Classes and series of stock; redemption; rights. 
(a) Every corporation may issue 1 or more classes of stock 
or 1 or more series of stock within any class thereof, any or 
all of which classes may be of stock with par value or stock 
without par value and which classes or series may have such 
voting powers, full or limited, or no voting powers, and such 
designations, preferences and relative, participating, optional 
or other special rights, and qualifications, limitations or 
restrictions thereof, as shall be stated and expressed in the 
certificate of incorporation or of any amendment thereto, or in 
the resolution or resolutions providing for the issue of such 
stock adopted by the board of directors pursuant to authority 
expressly vested in it by the provisions of its certificate of 
incorporation.(略) 

デラウェア州会社法第151条 
株式の種類及び組；償還；権利 
(a)全ての会社は、1若しくは数種類の株式、又は株式の種類の
中で1若しくは数組の株式を発行することができる。定款若しくは

修正定款、又は定款規定で明示的に付与された権限に従い、取
締役会で採択した当該株式の発行を定める決議で示され表明さ
れているように、その種類の一部若しくは全部は額面若しくは無
額面株式であり、その種類若しくは組は、完全若しくは制限的な
議決権を有し又は議決権を有しない、また、その名称、優先権、
相対的、参加的、選択的又はその他の特別な権利、資格、限定、
制約を有する。 
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英国 

Companies Act 2006 284 
Votes: general rules 
(1)On a vote on a written resolution— 

(a)in the case of a company having a share capital, every 
member has one vote in respect of each share or each 
£10 of stock held by him, and 
(b)in any other case, every member has one vote. 

(2)On a vote on a resolution on a show of hands at a meeting, 
each member present in person has one vote. 
(3)On a vote on a resolution on a poll taken at a meeting— 

(a)in the case of a company having a share capital, every 
member has one vote in respect of each share or each 
£10 of stock held by him, and 
(b)in any other case, every member has one vote. 

(4)The provisions of this section have effect subject to any 
provision of the company's articles. 
(5)Nothing in this section is to be read as restricting the effect 
of— 

section 152 (exercise of rights by nominees),  
section 285 (voting by proxy),  
section 322 (exercise of voting rights on poll),  
section 322A (voting on a poll: votes cast in advance), or  
section 323 (representation of corporations at meetings). 
 

Companies Act 2006 726 
Treasury shares: exercise of rights 
(1)This section applies where shares are held by a company 
as treasury shares. 
(2)The company must not exercise any right in respect of the 
treasury shares, and any purported exercise of such a right is 
void. 
This applies, in particular, to any right to attend or vote at 
meetings.  

2006年会社法第284条 
議決権：通則 
(1)書面決議における議決権 

(a)株式資本を有する会社の場合、各株主は、その有する各
株式若しくは株式10ポンドごとに1個の議決権を有する。 
 
(b)前号以外の会社の場合、各株主は1個の議決権を有する。 

(2)総会における挙手による決議の議決権について、出席株主ご
とに1個の議決権を有する。 
(3)総会における投票による決議の議決権 

(a)株式資本を有する会社の場合、各株主は、その有する各
株式若しくは株式10ポンドごとに1個の議決権を有する。 
 
(b)前号以外の会社の場合、各株主は1個の議決権を有する。 

(4)本条の規定は、会社の定款の規定に従って効力を有する。 
 
(5)本条は、次の各条の効果を制限しない。 
 

第152条（名義人による権利行使） 
第285条（代理人による議決権行使） 
第322条（投票による議決権行使） 
第322A条（投票による議決権行使：事前投票） 
第323条（総会における法人の代表者） 
 

2006年会社法第726条 
自己株式：権利行使 
(1)本条は、会社が自己株式を保有する場合に適用する。 
 
(2)会社は、自己株式に関して権利行使してはならない。そのよう
な権利行使は無効である。 
 
これは特に、総会に出席し議決する権利に適用する。 
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独国 

Aktiengesetz§12 
Stimmrecht. Keine Mehrstimmrechte 
(1)Jede Aktie gewährt das Stimmrecht. Vorzugsaktien 
können nach den Vorschriften dieses Gesetzes als Aktien 
ohne Stimmrecht ausgegeben werden. 
(2) Mehrstimmrechte sind unzulässig. 
 
Aktiengesetz§71b  
Rechte aus eigenen Aktien 
Aus eigenen Aktien stehen der Gesellschaft keine Rechte zu. 
 
Aktiengesetz§134 
Stimmrecht 
(1) Das Stimmrecht wird nach Aktiennennbeträgen, bei 
Stückaktien nach deren Zahl ausgeübt. Für den Fall, daß 
einem Aktionär mehrere Aktien gehören, kann bei einer 
nichtbörsennotierten Gesellschaft die Satzung das 
Stimmrecht durch Festsetzung eines Höchstbetrags oder von 
Abstufungen beschränken. Die Satzung kann außerdem 
bestimmen, daß zu den Aktien, die dem Aktionär gehören, 
auch die Aktien rechnen, die einem anderen für seine 
Rechnung gehören. Für den Fall, daß der Aktionär ein 
Unternehmen ist, kann sie ferner bestimmen, daß zu den 
Aktien, die ihm gehören, auch die Aktien rechnen, die einem 
von ihm abhängigen oder ihn beherrschenden oder einem 
mit ihm konzernverbundenen Unternehmen oder für 
Rechnung solcher Unternehmen einem Dritten gehören. Die 
Beschränkungen können nicht für einzelne Aktionäre 
angeordnet werden. Bei der Berechnung einer nach Gesetz 
oder Satzung erforderlichen Kapitalmehrheit bleiben die 
Beschränkungen außer Betracht. 

株式法第12条 
議決権、複数議決権 
(1)各株式は、議決権を有する。この法律の定めに従って、無議
決権優先株式を発行することができる。 
 
(2)複数議決権株式は、禁止される。 
 
株式法第71b条 
自己株式の権利 
会社は、自己株式に関して権利を有しない。 
 
株式法第134条 
議決権 
(1)議決権は、株式額面に応じて行使される。非上場会社の場合、 
額面の上限を設定するかスライド制により、複数株式を保有する
株主の議決権を定款で制限することができる。株主のために他
の者によって保有される株式は、当該株主が保有するとみなす
旨を定款で規定することができる。株主が法人である場合、グ
ループ内の被支配、支配、関連企業に保有される株式、若しくは
これらの企業のために第三者によって保有される株式は、当該
株主の株式であるとみなす旨を定款で規定することができる。当
該制限を特定の株主のみに適用する旨を定款で規定することは
できない。法律若しくは定款で要請される資本多数決を計算する
際には、制限は考慮しない。 
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仏国 

Code de Commerce L225-122 
I. - Sous réserve des dispositions des articles L. 225-10, L. 

225-123, L. 225-124, L. 225-125 et L. 225-126, le droit 
de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance 
est proportionnel à la quotité de capital qu'elles 
représentent et chaque action donne droit à une voix au 
moins. Toute clause contraire est réputée non écrite. 

 
Code de Commerce L225-123 
Un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, 
eu égard à la quotité de capital social qu'elles représentent, 
peut être attribué, par les statuts à toutes les actions 
entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d'une 
inscription nominative, depuis deux ans au moins, au nom du 
même actionnaire.  
En outre, en cas d'augmentation du capital par incorporation 
de réserves, bénéfices ou primes d'émission, le droit de vote 
double peut être conféré, dès leur émission, aux actions 
nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à raison 
d'actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit.  
Dans les sociétés dont les actions sont admises aux 
négociations sur un marché réglementé, les droits de vote 
double prévus au premier alinéa sont de droit, sauf clause 
contraire des statuts adoptée postérieurement à la 
promulgation de la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant 
à reconquérir l'économie réelle, pour toutes les actions 
entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d'une 
inscription nominative depuis deux ans au nom du même 
actionnaire. Il en est de même pour le droit de vote double 
conféré dès leur émission aux actions nominatives attribuées 
gratuitement en application du deuxième alinéa. 

商法L225-122 
Ⅰ.L. 225-10、L. 225-123、L. 225-124、L. 225-125及びL. 225-
126の規定に従い、資本株若しくは配当株に付された議決権は、

当該株式が表彰する資本の割合に比例し、かつ各株式は少なく
とも1個の議決権が付与される。これに反する条項は、記載がな
いものとみなす。 
 
 
商法L225-123 
株式が表章する資本割合に関して、他の株式の2倍の議決権が、 
同一の株主名義での2年以上前からの記名登録を証明される全
額払込済の全ての株式に対し、定款により与えられる｡ 
 
 
 
さらに、準備金、利益又は資本剰余金の組入による資本増加の
場合には、2倍議決権は、当該権利を享受する既存株式に付与
される記名株式に、その発行時から与えることができる｡ 
 
 
規制市場における株式の取引が認められている会社においては、
第1項の2倍議決権は、実体経済の回復を目的とする2014年3月
29日デクレ第2014-384号の公布後に定款が採用されていない
限り、同一の株主名義での2年以上前からの記名登録を証明さ
れた全額払込済の全ての株式に対し、正当な権利である｡第2項
の適用により付与される記名株式に、その発行時から付与される
2倍議決権についても同様である｡ 
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仏国 

Code de Commerce R225-125 
Les statuts peuvent limiter le nombre de voix dont chaque 
actionnaire dispose dans les assemblées, sous la condition 
que cette limitation soit imposée à toutes les actions sans 
distinction de catégorie, autres que les actions à dividende 
prioritaire sans droit de vote. 
Les effets de la limitation mentionnée à l'alinéa précédent, 
prévue dans les statuts d'une société qui fait l'objet d'une 
offre publique et dont des actions sont admises à la 
négociation sur un marché réglementé, sont suspendus lors 
de la première assemblée générale qui suit la clôture de 
l'offre lorsque l'auteur de l'offre, agissant seul ou de concert, 
vient à détenir une fraction du capital ou des droits de vote 
de la société visée par l'offre supérieure à une quotité fixée 
par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, 
au moins égale à celle requise pour modifier les statuts, et 
dans la limite des trois quarts. 
 
Code de Commerce R225-210 
Les actions possédées par la société ne donnent pas droit 
aux dividendes et sont privées de droits de vote. 

商法L225-125 
無議決権優先株式を除き、株式の種類による区別なく全ての株
式に制限が課されるという要件のもとに、各株主が合計して保有
する議決権の数を定款で制限することができる。 
 
 
公開買付の対象になりかつ規制市場における株式の取引が認
められている会社の定款で定められた前項の制限の効力は、単
独又は協調して行動する当該買付の提案者が、定款を変更する
ために必要な割合と同等以上かつ4分の3の範囲で、金融市場当

局の一般規則により定められた割合を超えて、買付対象会社の
資本又は議決権の一部を保有することになるときは、買付の終
了後の最初の総会の際に一時停止される｡ 
 
 
 
 
 
商法L225-210 
会社が保有する株式には、配当の権利を付与せず、議決権を剥
奪する。 
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日本 

会社法第298条 第1項 
取締役（前条第四項の規定により株主が株主総会を招集する場
合にあっては、当該株主。次項本文及び次条から第三百二条ま
でにおいて同じ。）は、株主総会を招集する場合には、次に掲げ
る事項を定めなければならない。 
三 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 
四 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 
 
２ 取締役は、株主（株主総会において決議をすることができる

事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除
く。次条から第三百二条までにおいて同じ。）の数が千人以上
である場合には、前項第三号に掲げる事項を定めなければ
ならない。ただし、当該株式会社が金融商品取引法第二条第
十六項 に規定する金融商品取引所に上場されている株式を

発行している株式会社であって法務省令で定めるものである
場合は、この限りでない。 

－ 
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日本 

会社法第310条 
株主は、代理人によってその議決権を行使することができる。こ
の場合においては、当該株主又は代理人は、代理権を証明する
書面を株式会社に提出しなければならない。 
２  前項の代理権の授与は、株主総会ごとにしなければならない。 
３  第一項の株主又は代理人は、代理権を証明する書面の提出

に代えて、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、当
該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することがで
きる。この場合において、当該株主又は代理人は、当該書面を提
出したものとみなす。 
４  株主が第二百九十九条第三項の承諾をした者である場合に

は、株式会社は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすること
を拒んではならない。 
５  株式会社は、株主総会に出席することができる代理人の数を
制限することができる。 
６  株式会社は、株主総会の日から三箇月間、代理権を証明す

る書面及び第三項の電磁的方法により提供された事項が記録さ
れた電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。 
７  株主（前項の株主総会において決議をした事項の全部につき

議決権を行使することができない株主を除く。次条第四項及び第
三百十二条第五項において同じ。）は、株式会社の営業時間内
は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 
一  代理権を証明する書面の閲覧又は謄写の請求 
二  前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方
法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 

－ 
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日本 

会社法第311条 
書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記
載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書
面を株式会社に提出して行う。 
２  前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席
した株主の議決権の数に算入する。 
３  株式会社は、株主総会の日から三箇月間、第一項の規定に

より提出された議決権行使書面をその本店に備え置かなければ
ならない。 
４  株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、第一項の規

定により提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写の請求をす
ることができる。 
 
会社法第312条 
電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、
株式会社の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使
書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該株式会社に提
供して行う。 
２  株主が第二百九十九条第三項の承諾をした者である場合に

は、株式会社は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすること
を拒んではならない。 
３  第一項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の
数は、出席した株主の議決権の数に算入する。 
４  株式会社は、株主総会の日から三箇月間、第一項の規定に

より提供された事項を記録した電磁的記録をその本店に備え置
かなければならない。 
５  株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、前項の電磁

的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示し
たものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。 

－ 
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日本 

会社法第313条 
 株主は、その有する議決権を統一しないで行使することができ
る。 
２  取締役会設置会社においては、前項の株主は、株主総会の

日の三日前までに、取締役会設置会社に対してその有する議決
権を統一しないで行使する旨及びその理由を通知しなければな
らない。 
３  株式会社は、第一項の株主が他人のために株式を有する者

でないときは、当該株主が同項の規定によりその有する議決権を
統一しないで行使することを拒むことができる。 

－ 
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英国 

Companies Act 2006 322 
Voting on a poll 
On a poll taken at a general meeting of a company, a 
member entitled to more than one vote need not, if he votes, 
use all his votes or cast all the votes he uses in the same 
way.  

2006年会社法第322条 
投票による議決権行使 
株主総会における投票で、2以上の議決権を有する株主は、議決

権を行使する場合、全部の議決権を行使する、若しくは行使する
議決権の全部を統一して行使する必要はない。 
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英国 

Companies Act 2006 322A 
Voting on a poll: votes cast in advance 
(1)A company's articles may contain provision to the effect 
that on a vote on a resolution on a poll taken at a meeting, 
the votes may include votes cast in advance. 
(2)In the case of a traded company any such provision in 
relation to voting at a general meeting may be made subject 
only to such requirements and restrictions as are— 
(a)necessary to ensure the identification of the person voting, 
and 
(b)proportionate to the achievement of that objective. 
Nothing in this subsection affects any power of a company to 
require reasonable evidence of the entitlement of any person 
who is not a member to vote.  
(3)Any provision of a company's articles is void in so far as it 
would have the effect of requiring any document casting a 
vote in advance to be received by the company or another 
person earlier than the following time— 
(a)in the case of a poll taken more than 48 hours after it was 
demanded, 24 hours before the time appointed for the taking 
of the poll; 
(b)in the case of any other poll, 48 hours before the time for 
holding the meeting or adjourned meeting. 
(4)In calculating the periods mentioned in subsection (3), no 
account is to be taken of any part of a day that is not a 
working day. 

2006年会社法第322A条 
投票による議決権行使：事前投票 
(1)会社の定款は、総会での投票による決議の議決権について、
当該議決権は事前投票も含む旨の定めを含む。 
 
(2)上場会社の場合、通常総会における議決権行使に関する当
該定めは、次の要件及び制限に従ってなされる。 
 
(a)議決権行使する人物を特定する必要がある 
 
(b)目的達成に相応である 
この規定は、投票すべき株主ではない者の資格の合理的な証明
を要求する会社の権限に影響しない。 
 
(3)会社の定款の規定は、事前投票書類が、次の時間よりも早く、

会社若しくは他の者に受領されるよう要求する効果がある限り、
無効である。 
 
(a)要求されてから48時間以上後に行われる投票の場合、投票
することが指定された時間の24時間前 
 
(b)その他の投票の場合、総会若しくは延会の開催の48時間前 
 
(4)(3)の期間を算定するに当たって、営業日以外は算入しない。 
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英国 

Companies Act 2006 324 
Rights to appoint proxies 
(1)A member of a company is entitled to appoint another 
person as his proxy to exercise all or any of his rights to 
attend and to speak and vote at a meeting of the company. 
(2)In the case of a company having a share capital, a 
member may appoint more than one proxy in relation to a 
meeting, provided that each proxy is appointed to exercise 
the rights attached to a different share or shares held by him, 
or (as the case may be) to a different £10, or multiple of £10, 
of stock held by him. 
 
Companies Act 2006 360A 
Electronic meetings and voting 
(1)Nothing in this Part is to be taken to preclude the holding 
and conducting of a meeting in such a way that persons who 
are not present together at the same place may by electronic 
means attend and speak and vote at it. 
(2)In the case of a traded company the use of electronic 
means for the purpose of enabling members to participate in 
a general meeting may be made subject only to such 
requirements and restrictions as are— 
(a)necessary to ensure the identification of those taking part 
and the security of the electronic communication, and 
(b)proportionate to the achievement of those objectives. 
(3)Nothing in subsection (2) affects any power of a company 
to require reasonable evidence of the entitlement of any 
person who is not a member to participate in the meeting. 

2006年会社法第324条 
代理人を選任する権利 
(1)株主は他の者を、総会に出席し、総会で発言及び議決権行使

する権利の全部又は一部を行使する代理人として選任すること
ができる。 
(2)株式資本を有する会社の場合、保有する異なる株式、場合に
よっては、株式10ポンドごとに付随する権利を行使するために各

代理人が選任されるときには、株主は株主総会に関して、複数の
代理人を選任することができる。 
 
 
 
2006年会社法第360A条 
電子的な総会及び投票 
(1)この章では、同じ場所に存在しない者が電子的手段により出

席、発言、議決権行使するような方法で、総会を開催及び進行す
ることを妨げない。 
 
(2)上場会社の場合、株主が通常総会に出席することを可能とす

るために電子的手段を利用することは、次の要件及び制限に
従ってなされる。 
 
(a)出席する人物の特定及び電子通信の安全性を確保する必要
がある 
(b)目的達成に相応である 
(3)(2)の規定は、総会に出席すべき株主ではない者の資格の合
理的な証明を要求する会社の権限に影響しない。 
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独国 

Aktiengesetz§135 
Ausübung des Stimmrechts durch Kreditinstitute und 
geschäftsmäßig Handelnde 
(1) Ein Kreditinstitut darf das Stimmrecht für Aktien, die ihm 
nicht gehören und als deren Inhaber es nicht im 
Aktienregister eingetragen ist, nur ausüben, wenn es 
bevollmächtigt ist. Die Vollmacht darf nur einem bestimmten 
Kreditinstitut erteilt werden und ist von diesem nachprüfbar 
festzuhalten. Die Vollmachtserklärung muss vollständig sein 
und darf nur mit der Stimmrechtsausübung verbundene 
Erklärungen enthalten. Erteilt der Aktionär keine 
ausdrücklichen Weisungen, so kann eine generelle 
Vollmacht nur die Berechtigung des Kreditinstituts zur 
Stimmrechtsausübung 1.entsprechend eigenen 
Abstimmungsvorschlägen (Absätze 2 und 3) oder 
2.entsprechend den Vorschlägen des Vorstands oder des 
Aufsichtsrats oder für den Fall voneinander abweichender 
Vorschläge den Vorschlägen des Aufsichtsrats (Absatz 4) 
vorsehen. Bietet das Kreditinstitut die Stimmrechtsausübung 
gemäß Satz 4 Nr. 1 oder Nr. 2 an, so hat es sich zugleich zu 
erbieten, im Rahmen des Zumutbaren und bis auf Widerruf 
einer Aktionärsvereinigung oder einem sonstigen Vertreter 
nach Wahl des Aktionärs die zur Stimmrechtsausübung 
erforderlichen Unterlagen zuzuleiten. Das Kreditinstitut hat 
den Aktionär jährlich und deutlich hervorgehoben auf die 
Möglichkeiten des jederzeitigen Widerrufs der Vollmacht und 
der Änderung des Bevollmächtigten hinzuweisen. Die 
Erteilung von Weisungen zu den einzelnen 
Tagesordnungspunkten, die Erteilung und der Widerruf einer 
generellen Vollmacht nach Satz 4 und eines Auftrags nach 
Satz 5 einschließlich seiner Änderung sind dem Aktionär 
durch ein Formblatt oder Bildschirmformular zu erleichtern. 

株式法第135条 
金融機関若しくは専門の代理人による議決権行使 
 
(1)委任状で議決権を付与された場合のみ、金融機関は自己の

保有しない無記名株式の議決権を行使する。委任状は特定の金
融機関に発行することができ、審査のために当該金融機関に保
有される。委任状用紙を完成させなければならず、議決権行使に
関する記載を含むだけでいい。株主が明示的な指図を与えない
場合、一般委任状は、金融機関に次に従って議決権を行使する
権限を付与するのみである。 
 
1.金融機関の議決権行使の勧誘（(2)と(3)） 
 
2.取締役会若しくは監査役会、両者が異なる場合は監査役会の
議決権行使の勧誘(4) 
 
金融機関が第4文の1若しくは2により議決権を行使する場合、合

理的な範囲で取り消されるまでに、議決権行使に必要な書類を、
株主団体若しくは株主によって選ばれた代表に提供しなければ
ならない。 
毎年、金融機関は委任状の取消若しくは変更の可能性を、株主
に明確に伝えなければならない。 
議題の各項目に対する指示、第4文の一般委任状の発行と取消、
及び第5文の命令（修正を含む）は、用紙若しくは電子様式で株
主に伝えられる。 
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独国 

Aktiengesetz§118 
(2) Die Satzung kann vorsehen oder den Vorstand dazu 
ermächtigen vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, auch 
ohne an der Versammlung teilzunehmen, schriftlich oder im 
Wege elektronischer Kommunikation abgeben dürfen 
(Briefwahl). 

株式法第118条 
(2)総会に出席することなく、書面若しくは電子通信（郵便投票）で

投票することができる旨を、定款で規定若しくは取締役会が規定
する権限を定款で付与することができる。 

仏国 

Code de Commerce L225-106 
I.-Un actionnaire peut se faire représenter par un autre 
actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel 
il a conclu un pacte civil de solidarité.  
 
 
 
Il peut en outre se faire représenter par toute autre personne 
physique ou morale de son choix :  
1° Lorsque les actions de la société sont admises aux 
négociations sur un marché réglementé ;  
2° Lorsque les actions de la société sont admises aux 
négociations sur un système multilatéral de négociation qui 
se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires 
visant à protéger les investisseurs contre les opérations 
d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses 
informations dans les conditions prévues par le règlement 
général de l'Autorité des marchés financiers, figurant sur une 
liste arrêtée par l'autorité dans des conditions fixées par son 
règlement général, et que les statuts le prévoient.  

商法L225-106 
Ⅰ.株主は、他の株主、自己の配偶者又は民事連帯契約（あずさ
注）を締結したパートナーにより自己を代理させることができる｡ 
 
（あずさ注）1999年にフランスの民法改正により認められることに
なった、18歳以上の成人同士が結ぶ共同生活の契約 
 
株主は、次の場合、 その者の選択により、自然人又は法人によ
り自己を代理させることができる。 
1.規制市場における株式の取引が認められている場合 
 
2.複合取引システムにおける株式の取引が認められ、かつ定款

でそのように定めている場合。当該システムは、一般規則の要件
のもと当局に決定された一覧表に掲げられ、フランス金融市場庁
の一般規則に定めのあるインサイダー取引、相場操縦及び虚偽
の情報の流布から投資家を保護することを目的とする法律又は
規則の規定に従ったものである。 
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仏国 

Code de Commerce L225-107 
I. Tout actionnaire peut voter par correspondance, au moyen 
d'un formulaire dont les mentions sont fixées par décret en 
Conseil d'Etat. Les dispositions contraires des statuts sont 
réputées non écrites. 
Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des 
formulaires qui ont été reçus par la société avant la réunion 
de l'assemblée, dans les conditions de délais fixées par 
décret en Conseil d'Etat. Les formulaires ne donnant aucun 
sens de vote ou exprimant une abstention sont considérés 
comme des votes négatifs. 
 
Code de Commerce R225-61 
Les sociétés dont les statuts permettent aux actionnaires de 
voter aux assemblées par des moyens électroniques de 
télécommunication aménagent un site exclusivement 
consacré à ces fins. 
 
Code de Commerce R225-98 
Les actionnaires exerçant leurs droits de vote en séance par 
voie électronique dans les conditions de l'article R. 225-61 ne 
peuvent accéder au site consacré à cet effet qu'après s'être 
identifiés au moyen d'un code fourni préalablement à la 
séance. 

商法L225-107 
Ⅰ.株主は、記載事項が国務院デクレにより定められた用紙によ

り、郵便で投票することができる｡これに反する定款の条項は、無
効とみなされる｡ 
 
定足数の計算に関しては、国務院デクレにより定められた期間の
もとで、総会の開催前に会社に受領された用紙が考慮される｡投
票指図がない、又は棄権を表明した用紙は否決票とみなされる｡ 
 
 
 
商法R225-61 
定款によって、電気通信の電子的方法により総会での投票を株
主に認めている会社は、この目的のためにウェブサイトを準備す
る｡ 
 
 
商法R225-98 
R.225-61の要件のもとに電子的方法により総会で議決権を行使

する株主は、総会前に付与されたコードにより識別された後にの
み、この目的のために開設されたサイトにアクセスすることができ
る｡ 
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実質株主の把握制度 
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－ Code of Federal Regulations 240.14b-1  
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国名  条文 仮訳 

米国 

§240.14b-1  Obligation of registered brokers 
and dealers in connection with the prompt 
forwarding of certain communications to 
beneficial owners  
 
(a) Definitions. Unless the context otherwise requires, all 
terms used in this section shall have the same meanings as 
in the Act and, with respect to proxy soliciting material, as in 
§240.14a-1 thereunder and, with respect to information 
statements, as in §240.14c-1 thereunder. In addition, as 
used in this section, the term “registrant” means: 
(1) The issuer of a class of securities registered pursuant to 
section 12 of the Act; or  
(2) An Investment company registered under the Investment 
Company Act of 1940. 
 
(b) Dissemination and beneficial owner information 
requirements. A broker or dealer registered under Section 15 
of the Act shall comply with the following requirements for 
disseminating certain communications to beneficial owners 
and providing beneficial owner information to registrants. 
(1) The broker or dealer shall respond, by first class mail or 
other equally prompt means, directly to the registrant no later 
than seven business days after the date it receives an inquiry 
made in accordance with §240.14a-13(a) or §240.14c-7(a) 
by indicting, by means of a search card or otherwise:  

連邦規則集240. 14b-1 
実質株主に対する一定の情報の迅速な転送に関
する登録ブローカーとディーラーの義務 
 
 
 
(a)定義  
文脈上別段の解釈が要求される場合を除いて、本条で使用され
る全ての用語は、1934年証券取引所法、委任状勧誘書類に関し
ては240.14a-1、また情報説明書に関しては240.14c-1と同じ意
味である。さらに、本条において「登録者」とは、次の者をいう。 
(1)法第12条に基づいて登録した有価証券の発行者 
 
(2)1940年投資会社法に基づく登録投資会社 
 
 
(b)情報提供と実質株主情報の要求事項 
法第15条に基づき登録されたブローカー又はディーラーは、実質

株主に対して一定の情報を伝達する際、また登録者に対して実
質株主情報を提供する際、次の要求事項に従う。  
 
(1)ブローカー又はディーラーは、240.14a-13(a)又は240.14c-
7(a)による照会を受けた日から7営業日以内に、調査カード
(search card)又は他の方法で、次の事項を明示し、アメリカ合衆

国郵便公社のファーストクラスメール若しくは他の合理的に迅速
な手段により、登録者に対して直接、回答する。 
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米国 

(i) The approximate number of customers of the broker or 
dealer who are beneficial owners of the registrant's securities 
that are held of record by the broker, dealer, or its nominee; 
(ii) The number of customers of the broker or dealer who are 
beneficial owners of the registrant‘s securities who have 
objected to disclosure of their names, addresses,and 
securities positions if the registrant has indicated, pursuant to 
§240.14a-13(a)(1)(ii)(A) or §240.14c-7(a)(1)(ii)(A), that it 
will distribute the annual report to security holders to 
beneficial owners of its securities whose names, addresses 
and securities positions are disclosed pursuant to paragraph 
(b)(3) of this section; and  
(iii) The identity of the designated agent of the broker or 
dealer, if any, acting on its behalf in fulfilling its obligations 
under paragraph (b)(3) of this section; Provided, however, 
that if the broker or dealer has informed the registrant that a 
designated office(s) or department(s) is to receive such 
inquiries, receipt for purposes of paragraph (b)(1) of this 
section shall mean receipt by such designated office(s) or 
department(s). 
 
(2) The broker or dealer shall, upon receipt of the proxy, 
other proxy soliciting material, information statement, and/or 
annual report to security holders from the registrant or other 
soliciting person, forward such materials to its customers who 
are beneficial owners of the registrant's securities no later 
than five business days after receipt of the proxy material, 
information statement or annual report to security holders. 

(i) ブローカー、ディーラー又はノミニーによって記録が保
管されている登録者の有価証券の実質株主であるブロー
カー又はディーラーの顧客の概数 

(ii) 本項(b)(3)により名前、住所及び持ち高が開示される実

質株主に対して、株主宛て年次報告書を配布することを、
240.14a-13(a)(1)(ii)(A)又は、240.14c-7(a)(1)(ii)(A)に基

づいて登録者が明示した場合、名前、住所及び株式の持
ち高の開示に反対している登録者の有価証券の実質株主
であるブローカー又はディーラーの顧客数  
 
 
 

(iii) 該当する場合には、本条(b)(3)の義務をブローカー又は

ディーラーの代わりに遂行する、ブローカー又はディー
ラーの指名した代理人 
しかし、ブローカー又はディーラーが登録者に対して、
指定された事務所又は部署が当該照会を受けることを通
知した場合、本条(b)(1)の意味するところの照会の受領と
は、当該指定された事務所又は部署での受領を意味する。 

 
 
(2)ブローカー又はディーラーは、登録者又は他の委任状勧

誘者から委任状用紙、その他の委任状勧誘書類、情報説
明書、株主宛て年次報告書の受領をもって、当該書類の
受領から5営業日以内に、登録者の有価証券の実質株主で
ある顧客に当該書類を転送する。 
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NOTE TO PARAGRAPH (B)(2): At the request of a registrant, or 
on its own initiative so long as the registrant does not object, 
a broker or dealer may, but is not required to, deliver one 
annual report to security holders, proxy statement, 
information statement, or Notice of Internet Availability of 
Proxy Materials to more than one beneficial owner sharing an 
address if the requirements set forth in §240.14a-3(e)(1) 
(with respect to annual reports to security holders, proxy 
statements, and Notices of Internet Availability of Proxy 
Materials) and §240.14c-3(c) (with respect to annual reports 
to security holders, information statements, and Notices of 
Internet Availability of Proxy Materials) applicable to 
registrants, with the exception of §240.14a-3(e)(1)(i)(E), are 
satisfied instead by the broker or dealer. 
(3) The broker or dealer shall, through its agent or directly: 
(i) Provide the registrant, upon the registrant's request, with 
the names, addresses, and securities positions, compiled as 
of a date specified in the registrant's request which is no 
earlier than five business days after the date the registrant's 
request is received, of its customers who are beneficial 
owners of the registrant's securities and who have not 
objected to disclosure of such information; Provided , 
however, that if the broker or dealer has informed the 
registrant that a designated office(s) or department(s) is to 
receive such requests, receipt shall mean receipt by such 
designated office(s) or department(s); and 
(ii) Transmit the data specified in paragraph (b)(3)(i) of this 
section to the registrant no later than five business days after 
the record date or other date specified by the registrant. 

(B)(2)に対する注：240.14a-3(e)(1)(i)(E)を除いて、登録者に適
用される、240.14aｰ3(e)(1)（株主宛て年次報告書、委任状説明

書、若しくは委任状参考資料のインターネットでの入手に関する
通知に関して）及び240.14c-3(c)(株主宛て年次報告書、情報説

明書、及び委任状参考資料のインターネットでの入手に関する通
知に関して）に規定されている要求事項がブローカー又はディー
ラーによって満たされる場合、登録者からの要請、若しくは登録
者の反対がない限り自発的な判断により、ブローカー又はディー
ラーは株主宛て年次報告書、委任状説明書、情報説明書、若しく
は委任状参考資料のインターネットでの入手に関する通知を、ア
ドレスを共有する1人以上の実質的な所有者に送付することがで
きる（義務ではない）。 
 
(3)ブローカー又はディーラーは、代理人を通じて、若しくは直接、 
(i)登録者からの要請に基づき、登録者の有価証券の実質株主で

あり、当該情報の開示に反対していない顧客の、登録者からの
要請を受けた日から5営業日以上経過した日で、登録者の要請

で指定された日時点の、名前、住所、及び有価証券の持ち高を
登録者に提供する。 
 
しかし、ブローカー又はディーラーが登録人に対して、指定された
事務所又は部門が当該照会を受けることを通知した場合、受領
は当該指定された事務所又は部門による受領を意味する。 
 
 
(ii)本項(b)(3)(i)に規定された情報を、基準日若しくは登録者が指
定した日から5営業日以内に、登録者に送る。 
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§240.14b-2   Obligation of banks, 
associations and other entities that exercise 
fiduciary powers in connection with the 
prompt forwarding of certain 
communications to beneficial owners. 
 
(a) Definitions. Unless the context otherwise requires, all 
terms used in this section shall have the same meanings as 
in the Act and, with respect to proxy soliciting material, as in 
§240.14a-1 thereunder and, with respect to information 
statements, as in §240.14c-1 thereunder. In addition, as 
used in this section, the following terms shall apply: 
 
(1) The term bank means a bank, association, or other entity 
that exercises fiduciary powers. 
(2) The term beneficial owner includes any person who has 
or shares, pursuant to an instrument, agreement, or 
otherwise, the power to vote, or to direct the voting of a 
security. 
 
NOTE 1: If more than one person shares voting power, the 
provisions of the instrument creating that voting power shall 
govern with respect to whether consent to disclosure of 
beneficial owner information has been given. 

連邦規則集240. 14b-2 
実質株主に対する一定の情報の迅速な転送に関
する、銀行、団体及び受託者権限を行使するその
他の法人の義務 
 
 
(a) 定義 
文脈上別段の解釈が要求される場合を除いて、本項で使用され
る全ての用語は、1934年証券取引所法、委任状勧誘書類に関し
ては240.14a-1、また情報説明書に関しては240.14c-1と同じ意

味である。さらに、本条文にて使用される下記用語については次
のように定義される。 
 
(1)銀行（Bank）は、銀行、団体又は受託者権限を行使するその
他の法人を意味する。 
(2)実質所有者（beneficial owner）は、法律文書、契約書、又は

その他に基づき、議決権又は決議を指示する権利を有する、若し
くは共有する者を含む。 
 
 
注1: 一以上の者が議決権を共有する場合、当該議決権を付与

する法律文書の規定にて、実質株主情報の開示の同意が得られ
ているか否かに関して規定しなければならない。 
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NOTE 2: If more than one person shares voting power or if the 
instrument creating that voting power provides that such 
power shall be exercised by different persons depending on 
the nature of the corporate action involved, all persons 
entitled to exercise such power shall be deemed beneficial 
owners; Provided, however, that only one such beneficial 
owner need be designated among the beneficial owners to 
receive proxies or requests for voting instructions, other 
proxy soliciting material, information statements, and/or 
annual reports to security holders, if the person so 
designated assumes the obligation to disseminate, in a timely 
manner, such materials to the other beneficial owners.  
 
(3) The term registrant means: 
(i) The issuer of a class of securities registered pursuant to 
section 12 of the Act; or 
(ii) An investment company registered under the Investment 
Company Act of 1940. 
 
(b) Dissemination and beneficial owner information 
requirements. A bank shall comply with the following 
requirements for disseminating certain communications to 
beneficial owners and providing beneficial owner information 
to registrants. 
(1) The bank shall: 
(i) Respond, by first class mail or other equally prompt means, 
directly to the registrant, no later than one business day after 
the date it receives an inquiry made in accordance with 
§240.14a-13(a) or §240.14c-7(a) by indicating the name 
and address of each of its respondent banks that holds the 
registrant's securities on behalf of beneficial owners, if any; 
and 

注2:一以上の者が議決権を共有する場合、若しくは当該議決権

を付与する法律文書が、コーポレートアクションの性質により、異
なる者によって当該権利が行使されるように取り決めをしている
場合、当該権限を行使する権利を有する全ての者が実質株主と
みなされる。しかし、指名された者が、適時に資料を他の実質株
主に提供する義務を引き受ける場合、委任状用紙の受け取り、
若しくは議決権指図書、その他の委任状勧誘書類、情報説明書、
そして（又は）株主宛て年次報告書の請求をするのに、当該実質
株主から一人の実質株主を指名する必要がある。 
 
 
 
 
(3) 登録者(registrant)とは、次の者をいう。 
(1)法第12条に基づいて登録した有価証券の発行者 
 
(2)1940年投資会社法に基づく登録投資会社 
 
 
(b) 情報提供と実質株主情報の要求事項 
銀行は、実質株主に対して一定の情報を提供する際、また登録
者に対して実質株主情報を提供する際、次の要求事項に従う。 
 
 
(1)銀行は、 
(i)該当する場合、240.14a-13(a)又は240.14c-7(a)による照会を
受けた日から1営業日以内に、登録者の株式を実質株主に代

わって保管している株式の保管業務を受託している銀行の名前
と住所を明示し、アメリカ合衆国郵便公社のファーストクラスメー
ル若しくは他の合理的に迅速な手段により、登録者に対して直接、
回答する。 
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(ii) Respond, by first class mail or other equally prompt 
means, directly to the registrant no later than seven business 
days after the date it receives an inquiry made in accordance 
with §240.14a-13(a) or §240.14c-7(a) by indicating, by 
means of a search card or otherwise: 
 
(A) The approximate number of customers of the bank who 
are beneficial owners of the registrant's securities that are 
held of record by the bank or its nominee; 
 
(B) If the registrant has indicated, pursuant to §240.14a-
13(a)(1)(ii)(A) or §240.14c-7(a)(1)(ii)(A), that it will distribute 
the annual report to security holders to beneficial owners of 
its securities whose names, addresses, and securities 
positions are disclosed pursuant to paragraphs (b)(4) (ii) and 
(iii) of this section:  
 
(1) With respect to customer accounts opened on or before 
December 28, 1986, the number of beneficial owners of the 
registrant's securities who have affirmatively consented to 
disclosure of their names, addresses, and securities 
positions; and 
  
(2) With respect to customer accounts opened after 
December 28, 1986, the number of beneficial owners of the 
registrant's securities who have not objected to disclosure of 
their names, addresses, and securities positions; and  

(ii)240.14a-13(a)又は240.14c-7(a)による照会を受けた日から7
営業日以内に、調査カード(search card)又は他の方法で、次の

事項を明示し、アメリカ合衆国郵便公社のファーストクラスメール
若しくは他の合理的に迅速な手段により、登録者に対して直接、
回答する。 
 
(A)銀行又はノミニーによって記録が保管されている登録者の有
価証券の実質株主である、当該銀行の顧客の概数 
 
 
(B)本条(b)(4)(ii)及び(iii)により、名前、住所及び株式の持ち高が

開示される実質株主に対して、株主宛て年次報告書を配布する
ことを、240.14a-13(a)(1)(ii)(A)又は、240.14c-7(a)(1)(ii)(A)
に基づいて登録者が明示した場合、 
 
 
 
(1) 1986年12月28日以前に開設された顧客口座に関しては、名

前、住所及び株式の持ち高の開示に積極的に同意した登録者の
有価証券の実質株主の数 
 
 
 
(2) 1986年12月28日より後に開設された顧客口座に関しては、

名前、住所及び株式の持ち高の開示に反対しなかった登録者の
有価証券の実質株主の数 
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(C) The identity of its designated agent, if any, acting on its 
behalf in fulfilling its obligations under paragraphs (b)(4) (ii) 
and (iii) of this section;  
Provided, however, that, if the bank or respondent bank has 
informed the registrant that a designated office(s) or 
department(s) is to receive such inquiries, receipt for 
purposes of paragraphs (b)(1) (i) and (ii) of this section shall 
mean receipt by such designated office(s) or department(s). 
 
(2) Where proxies are solicited, the bank shall, within five 
business days after the record date:  
(i) Execute an omnibus proxy, including a power of 
substitution, in favor of its respondent banks and forward 
such proxy to the registrant; and  
(ii) Furnish a notice to each respondent bank in whose favor 
an omnibus proxy has been executed that it has executed 
such a proxy, including a power of substitution, in its favor 
pursuant to paragraph (b)(2)(i) of this section.  
 
(3) Upon receipt of the proxy, other proxy soliciting material, 
information statement, and/or annual report to security 
holders from the registrant or other soliciting person, the 
bank shall forward such materials to each beneficial owner 
on whose behalf it holds securities, no later than five 
business days after the date it receives such material and, 
where a proxy is solicited, the bank shall forward, with the 
other proxy soliciting material and/or the annual report to 
security holders, either: 

(C)該当する場合には、本条(b)(4)(ii)及び(iii)の義務を銀行の代
わりに遂行する、銀行の指名した代理人 
 
しかし、銀行又は株式の保管業務を受託している銀行が登録者
に対して、指定された事務所又は部署が当該照会を受けるこ
とを通知した場合、本条(b)(1)(i)及び(iii)の意味するところの照

会の受領とは、当該指定された事務所又は部署での受領を意味
する。 
 
(2)委任状の勧誘がなされる場合、銀行は基準日より5営業日以
内に、(i)及び(ii)を実施する。 
(i)株式の保管業務を受託している銀行のために、代理権（power 
of substitution）付き包括委任状(omnibus proxy)を発行し、当該
委任状用紙を登録者に転送する。 
(ii)包括委任状の発行を希望する、保管業務を受託している銀行
に、本条(b)(2)(i)に基づき当該銀行のために代理権付き委任状
を発行した旨の通知を行う。 
 
 
(3)銀行は、登録者又は他の委任状勧誘者から委任状用紙、そ

の他の委任状勧誘書類、情報説明書、株主宛て年次報告書の
受領をもって、当該書類の受領から5営業日以内に、代理で

保管している株式の各実質株主に当該資料を転送する。また、
委任状勧誘がなされる場合、銀行はその他の委任状勧誘書類、
株主宛て年次報告書とともに、次のいずれかを転送する。 
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(i) A properly executed proxy: 
(A) Indicating the number of securities held for such 
beneficial owner; 
(B) Bearing the beneficial owner's account number or other 
form of identification, together with instructions as to the 
procedures to vote the securities; 
(C) Briefly stating which other proxies, if any, are required to 
permit securities to be voted under the terms of the 
instrument creating that voting power or applicable state law; 
and 
(D) Being accompanied by an envelope addressed to the 
registrant or its agent, if not provided by the registrant; or 
 
(ii) A request for voting instructions (for which registrant's 
form of proxy may be used and which shall be voted by the 
record holder bank or respondent bank in accordance with 
the instructions received), together with an envelope 
addressed to the record holder bank or respondent bank. 
 
NOTE TO PARAGRAPH (B)(3): At the request of a registrant, or on its 
own initiative so long as the registrant does not object, a bank may, 
but is not required to, deliver one annual report to security 
holders, proxy statement, information statement, or Notice of 
Internet Availability of Proxy Materials to more than one beneficial 
owner sharing an address if the requirements set forth in 
§240.14a-3(e)(1) (with respect to annual reports to security 
holders, proxy statements, and Notices of Internet Availability of 
Proxy Materials) and §240.14c-3(c) (with respect to annual 
reports to security holders, information statements, and Notices of 
Internet Availability of Proxy Materials) applicable to registrants, 
with the exception of §240.14a-3(e)(1)(i)(E), are satisfied instead 
by the bank. 

(i) 適切に発行された委任状用紙 
(A)当該実質株主のために保管されている株式数を明記する 
 
(B)議決権の行使方法に関する説明書とともに、実質株主の口座
番号若しくは他の形式の識別情報を記載する 
 
(C)議決権を付与している法律文書の契約条項、若しくは適用さ

れる州法にて、当該議決権を行使するために、他の委任状が必
要とされている場合、その旨を簡潔に説明する 
 
(D)登録者が提供していない場合、 登録者又はその代理人の住
所が記載された返信用封筒を同封する 
 
(ii)名義株主である銀行又は保管業務を受託している銀行の住所

が記載された返信用封筒を同封した、議決権行使指図書の送付
依頼。受領した指図書に従い、名義株主である銀行又は保管業
務を受託している銀行は発行会社の委任状用紙を使用し、議決
権を行使する。 
 
段落(b)(3)に対する注：240.14a-3(e)(1)(i)(E)を除いて、登録者に
適用される、240.14aｰ3(e)(1)（株主宛て年次報告書、委任状説

明書、若しくは委任状参考資料のインターネットでの入手に関す
る通知に関して）及び240.14c-3(c)(株主宛て年次報告書、情報

説明書、及び委任状参考資料のインターネットでの入手に関する
通知に関して）に規定されている要求事項が銀行によって満たさ
れる場合、登録者からの要請、若しくは登録者の反対がない限り
自発的な判断により、銀行は株主宛て年次報告書、委任状説明
書、情報説明書、若しくは委任状参考資料のインターネットでの
入手に関する通知を、アドレスを共有する1人以上の実質的な所
有者に送付することができる（義務ではない）。 
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(4) The bank shall: 
(i) Respond, by first class mail or other equally prompt means, 
directly to the registrant no later than one business day after 
the date it receives an inquiry made in accordance with 
§240.14a-13(b)(1) or §240.14c-7(b)(1) by indicating the 
name and address of each of its respondent banks that holds 
the registrant's securities on behalf of beneficial owners, if 
any; 
 
(ii) Through its agent or directly, provide the registrant, upon 
the registrant's request, and within the time specified in 
paragraph (b)(4)(iii) of this section, with the names, 
addresses, and securities position, compiled as of a date 
specified in the registrant's request which is no earlier than 
five business days after the date the registrant's request is 
received, of: 
 
(A) With respect to customer accounts opened on or before 
December 28, 1986, beneficial owners of the registrant's 
securities on whose behalf it holds securities who have 
consented affirmatively to disclosure of such information, 
subject to paragraph (b)(5) of this section; and 
 
(B) With respect to customer accounts opened after 
December 28, 1986, beneficial owners of the registrant's 
securities on whose behalf it holds securities who have not 
objected to disclosure of such information; 
 
Provided, however, that if the record holder bank or 
respondent bank has informed the registrant that a 
designated office(s) or department(s) is to receive such 
requests, receipt for purposes of paragraphs (b)(4) (i) and (ii) 
of this section shall mean receipt by such designated 
office(s) or department(s); and 

(4) 銀行は、 
(i)該当する場合、240.14a-13(b)(1)又は240.14c-7(b)(1)による
照会を受けた日から1営業日以内に、登録者の株式を実質株主

に代わって保管している株式の保管業務を受託している銀行の
名前と住所を明示し、アメリカ合衆国郵便公社のファーストクラス
メール若しくは他の合理的に迅速な手段により、登録者に対して
直接、回答する。 
 
 
(ii)代理人を通じて、若しくは直接、登録者からの要請に基づき、
本条(b)(4)(iii)に指定された期間内に、登録者からの要請を受け
た日から5営業日以上経過した日で、登録者の要請で指定された

日時点の、名前、住所、及び有価証券の持ち高を登録者に提供
する。 
 
 
 
(A) 1986年12月28日以前に開設された顧客口座に関しては、銀

行が代理で保管している登録者の株式の実質株主で、本条
(b)(5)に従って、当該情報を開示することに積極的に同意した者。 
 
 
 
(B) 1986年12月28日より後に開設された顧客口座に関しては、

銀行が代理で保管している登録者の株式の実質株主で、当該情
報を開示することに反対しなかった者。 
 
 
しかし、銀行又は株式の保管業務を受託している銀行が登録者
に対して、指定された事務所又は部署が当該照会を受けるこ
とを通知した場合、本条(b)(4)(i)及び(ii)の意味するところの照

会の受領とは、当該指定された事務所又は部署での受領を意味
する。 
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(iii) Through its agent or directly, transmit the data specified 
in paragraph (b)(4)(ii) of this section to the registrant no later 
than five business days after the date specified by the 
registrant. 
 
NOTE 1: Where a record holder bank or respondent bank 
employs a designated agent to act on its behalf in performing 
the obligations imposed on it by paragraphs (b)(4) (ii) and (iii) 
of this section, the five business day time period for 
determining the date as of which the beneficial owner 
information is to be compiled is calculated from the date the 
designated agent receives the registrant's request. In 
complying with the registrant's request for beneficial owner 
information under paragraphs (b)(4) (ii) and (iii) of this section, 
a record holder bank or respondent bank need only supply 
the registrant with the names, addresses and securities 
positions of affirmatively consenting and non-objecting 
beneficial owners. 
 
NOTE 2: If a record holder bank or respondent bank receives 
a registrant's request less than five business days before the 
requested compilation date, it must provide a list compiled as 
of a date that is no more than five business days after receipt 
and transmit the list within five business days after the 
compilation date. 

(iii)代理人を通じて、若しくは直接、登録者により指定された日か
ら5営業日以内に、本条(b)(4)(ii)にて指定されたデータを登録者
に提供する。 
 
 
注1:名義株主である銀行又は保管業務を受託している銀行が、
本条文(b)(4)(ii)と(iii)にて課せられた義務を遂行するために指定

代理人を使用する場合、実質株主情報を収集する日として決め
る5営業日という期間は、指定代理人が登録者から請求を受領し
た日より起算される。本条(b)(4)(ii)と(iii)に基づく、登録者からの

実質株主情報についての請求に応じるため、名義株主である銀
行又は保管業務を受託している銀行は、当該情報を開示するこ
とに対し積極的に同意している実質株主及び反対しなかった実
質株主の名前、住所及び株式の持ち高の情報のみを、登録者に
提供する必要がある。 
 
 
 
 
注2:名義株主である銀行又は保管業務を受託している銀行が、
請求された情報収集日の5営業日内で登録者からの請求を受領
した場合、請求受領日から5営業日以内の時点のリストを作成し、
当該情報収集日から5営業日以内に当該リストを登録者に送付し
なくてはならない。 
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Companies Act 2006 793 
Notice by company requiring information about interests 
in its shares 
(1)A public company may give notice under this section to 
any person whom the company knows or has reasonable 
cause to believe— 
(a)to be interested in the company's shares, or 
(b)to have been so interested at any time during the three 
years immediately preceding the date on which the notice is 
issued. 
(2)The notice may require the person— 
(a)to confirm that fact or (as the case may be) to state 
whether or not it is the case, and 
(b)if he holds, or has during that time held, any such interest, 
to give such further information as may be required in 
accordance with the following provisions of this section. 
(3)The notice may require the person to whom it is 
addressed to give particulars of his own present or past 
interest in the company's shares (held by him at any time 
during the three year period mentioned in subsection (1)(b)). 
(4)The notice may require the person to whom it is 
addressed, where— 
(a)his interest is a present interest and another interest in the 
shares subsists, or 
(b)another interest in the shares subsisted during that three 
year period at a time when his interest subsisted, 
to give, so far as lies within his knowledge, such particulars 
with respect to that other interest as may be required by the 
notice.  

2006年会社法第793条 
株式の利害関係に関する情報請求に係る会社の通知 
 
(1)公開会社は、本条のもと、次の各号に該当すると知っている、

若しくは該当すると信じる合理的な理由がある者に対して、通知
を送ることができる。 
(a)当該会社の株式に利害関係がある 
(b)通知が発送された日から過去3年間に、利害関係があった 
 
 
(2)通知により、当該者に対して次の行為を要求することができる。 
(a)利害関係の事実を認めるか、（場合によっては）利害関係の有
無について説明すること 
(b)利害関係を有するか、若しくは当該期間有していた場合には、
本条の次の規定により要求される追加の情報を提供すること 
 
(3)通知により、通知の名宛人に対して、（(1)(b)の過去3年間のい

ずれかの期間において保有していた）当該会社の株式に係る現
在若しくは過去の利害関係の詳細を提供するよう要求することが
できる。 
(4)通知により、通知の名宛人に対して、次の場合に、自己の知る

限りにおいて、通知に記載された他の利害関係に関する詳細を
要求することができる。 
(a)自己の利害関係は現在のものであり、当該株式に係る他の利
害関係が存在する場合、若しくは 
(b)自己の利害関係が存在する過去3年間に、他の利害関係が
存在する場合 
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(5)The particulars referred to in subsections (3) and (4) 
include— 
(a)the identity of persons interested in the shares in question, 
and 
(b)whether persons interested in the same shares are or 
were parties to— 
(i)an agreement to which section 824 applies (certain share 
acquisition agreements), or 
(ii)an agreement or arrangement relating to the exercise of 
any rights conferred by the holding of the shares. 
(6)The notice may require the person to whom it is 
addressed, where his interest is a past interest, to give (so far 
as lies within his knowledge) particulars of the identity of the 
person who held that interest immediately upon his ceasing 
to hold it. 
(7)The information required by the notice must be given 
within such reasonable time as may be specified in the notice. 

(5)(3)及び(4)の詳細は、次の各号の事項を含む。 
 
(a)当該株式に利害関係を有する者の身元 
 
(b)同一株式に利害関係を有する者若しくは有していた者が、次
の当事者であるかどうか 
(i)824条の合意（一定の株式取得の合意）が適用される 
 
(ii)株式を保有することで付与される権利の行使に係る合意若しく
は契約 
(6)通知により、通知の名宛人に対して、利害関係が過去のもの

である場合、自己の知る限りにおいて、その者の次に利害関係を
有する者の身元に関する詳細を提供するよう要求することができ
る。 
 
(7)通知により要求される情報は、通知に明示された合理的な期
間内に提供されなければならない。 
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Aktiengesetz§67 
Eintragung im Aktienregister 
(1)Die Satzung kann Näheres dazu bestimmen, unter 
welchen Voraussetzungen Eintragungen im eigenen Namen 
für Aktien, die einem anderen gehören, zulässig sind.  
 
(2) Jedoch bestehen Stimmrechte aus Eintragungen nicht, 
die eine nach Absatz 1 Satz 3 bestimmte satzungsmäßige 
Höchstgrenze überschreiten oder hinsichtlich derer eine 
satzungsmäßige Pflicht zur Offenlegung, dass die Aktien 
einem anderen gehören, nicht erfüllt wird.  
 
(4) Die bei Übertragung oder Verwahrung von Namensaktien 
mitwirkenden Kreditinstitute sind verpflichtet, der 
Gesellschaft die für die Führung des Aktienregisters 
erforderlichen Angaben gegen Erstattung der notwendigen 
Kosten zu übermitteln.  

株式法第67条 
株主名簿への登録 
(1)他の者に属する株式を、自己名義で登録することが許容され
る条件の詳細を定款で定めることができる。 
 
 
(2)しかし、(1)3文による定款規定の上限数を超える登録、又は定

款規定の他の者に属する株式を開示する義務を果たさない場合、
議決権はない。 
 
 
 
(4)記名株式の保管振替に参加している金融機関は、必要な費

用の支払いを受けて、株主名簿を維持するのに必要な情報を会
社に提供する義務がある。 
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Code de Commerce L228-1 
Les sociétés par actions émettent toutes valeurs mobilières 
dans les conditions du présent livre.  
Les valeurs mobilières sont des titres financiers au sens de 
l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, qui confèrent 
des droits identiques par catégorie.  
Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions 
revêtent la forme de titres au porteur ou de titres nominatifs, 
sauf pour les sociétés pour lesquelles la loi ou les statuts 
imposent la seule forme nominative, pour tout ou partie du 
capital.  
Nonobstant toute convention contraire, tout propriétaire dont 
les titres font partie d'une émission comprenant à la fois des 
titres au porteur et des titres nominatifs a la faculté de 
convertir ses titres dans l'autre forme.  
Toutefois, la conversion des titres nominatifs n'est pas 
possible s'agissant des sociétés pour lesquelles la loi ou les 
statuts imposent la forme nominative pour tout ou partie du 
capital.  
Ces valeurs mobilières, quelle que soit leur forme, doivent 
être inscrites en compte au nom de leur propriétaire, dans les 
conditions prévues aux articles L. 211-3 et L. 211-4 du code 
monétaire et financier.  
Toutefois, lorsque des titres de capital ou des obligations de 
la société ont été admis aux négociations sur un marché 
réglementé et que leur propriétaire n'a pas son domicile sur 
le territoire français, au sens de l'article 102 du code civil, 
tout intermédiaire peut être inscrit pour le compte de ce 
propriétaire. Cette inscription peut être faite sous la forme 
d'un compte collectif ou en plusieurs comptes individuels 
correspondant chacun à un propriétaire.  

商法L228-１ 
株式会社は、いかなる譲渡可能証券も、本編の定めのとおり発
行する。 
株式会社により発行される譲渡可能証券は、通貨金融法典
L211-1において定義される。 
 
法律又は定款により、資本の全部又は一部について、記名証券
の形式を義務づけている会社を除き、株式会社により発行される
譲渡可能証券は、無記名証券又は記名証券の形式をとる。 
 
 
これに反する規約があったとしても、無記名証券及び記名証券の
両方から成る発行の一部をなす証券のいかなる所有者も、その
所有する証券を他の形式に転換する権利を有する。 
 
しかし、法律又は定款により、資本の全部又は一部について、記
名証券の形式を義務づけている会社においては、記名証券を転
換することはできない。 
 
これらの譲渡可能証券は、その形式にかかわらず、通貨金融法
典L211-3及びL211-4の定めのとおり、その所有者の名義で登録
しなければならない。 
 
しかし、規制市場における株式の取引が認められており、かつそ
の所有者が民法典第102条で定義されるフランス領内に住所を

有さない場合、仲介機関をその所有者の代理として登録すること
ができる。そのような登録は、共同口座、又は各々の所有者に対
応する複数の個別の口座として登録することができる。 
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L'intermédiaire inscrit est tenu, au moment de l'ouverture de 
son compte auprès soit de la société émettrice, soit de 
l'intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code 
monétaire et financier qui tient le compte-titres, de déclarer, 
dans les conditions fixées par décret, sa qualité 
d'intermédiaire détenant des titres pour le compte d'autrui.  
En cas de cession de valeurs mobilières admises aux 
opérations d'un dépositaire central ou livrées dans un 
système de règlement et de livraison mentionné à l'article L. 
330-1 du code monétaire et financier, le transfert de propriété 
s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 211-17 de 
ce code. Dans les autres cas, le transfert de propriété résulte 
de l'inscription des valeurs mobilières au compte de 
l'acheteur, dans des conditions fixées par décret en Conseil 
d'Etat. 

発行会社、又は通貨金融法典L211-3に規定される口座管理を

認可された金融仲介機関に口座を開設する際には、登録仲介機
関は、法令の定めのとおり、他者の代わりに証券を保持する仲介
機関であるということを公表しなければならない。 
 
 
規制市場における取引が認められた譲渡可能証券、又は規制市
場における取引は認められていないが、通貨金融法典L330-1の
決済受渡システムに参加している認可仲介機関に登録されてい
る譲渡可能証券が譲渡された場合、所有権の移転は同法典
L211-17に定めのあるとおり生じる。その他の場合、所有権の移

転は、国務院デクレの定めのとおり、譲渡可能証券が譲受人の
口座に登録された時点で生じる。 
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Code de Commerce L228-2 
I.-En vue de l'identification des détenteurs des titres au 
porteur, les statuts peuvent prévoir que la société émettrice 
est en droit de demander à tout moment, contre 
rémunération à sa charge, au dépositaire central qui assure 
la tenue du compte émission de ses titres, selon le cas, le 
nom ou la dénomination, la nationalité, l'année de naissance 
ou l'année de constitution et l'adresse postale et, le cas 
échéant, électronique des détenteurs de titres conférant 
immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres 
assemblées d'actionnaires ainsi que la quantité de titres 
détenue par chacun d'eux et, le cas échéant, les restrictions 
dont les titres peuvent être frappés.  
Les renseignements sont recueillis par le dépositaire central 
susmentionné auprès des établissements teneurs de 
comptes qui lui sont affiliés, lesquels les lui communiquent 
dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans les cinq 
jours ouvrables qui en suivent la réception, ces 
renseignements sont portés par le dépositaire central à la 
connaissance de la société.  
Lorsque le délai fixé par décret n'est pas respecté, ou 
lorsque les renseignements fournis par l'établissement 
teneur de comptes, à l'exception de la communication de 
l'adresse électronique, sont incomplets ou erronés, le 
dépositaire central peut demander l'exécution de l'obligation 
de communication, sous astreinte, au président du tribunal 
de grande instance statuant en référé.  
Sauf clause contraire du contrat d'émission et nonobstant le 
silence des statuts, toute personne morale émettrice 
d'obligations, autre que les personnes morales de droit public, 
a la faculté de demander l'identification des porteurs de ces 
titres dans les conditions et suivant les modalités prévues 
aux alinéas précédents. 

商法L228-2 
I.無記名株式の発行会社は、無記名株式の株主を特定するため

に、定款により、いつでも、自らの費用で、保管振替機関に対して、
株主総会で議決権を行使する権利を付与する株式保有者の名
前又は法人名、国籍、生年月日又は設立年及び住所、その保有
株式数及び制限事項の提供を要求することができる。 
 
 
 
 
 
 
 
上記保管振替機関は、提携する口座管理仲介機関から当該情
報を収集する。仲介機関は、国務院デクレが規定する制限期間
内に情報を提供する必要がある。保管振替機関は、情報受領後
5営業日以内に、発行会社に対して情報を提供する。 
 
 
 
デクレに規定された制限期間が遵守されない場合、又は口座管
理機関から提供された情報が不完全若しくは不正確な場合、保
管振替機関は、大審裁判所の裁判長に、強制的な罰金のもと、
情報提供の履行に対する略式決定を申請することができる。 
 
 
 
契約に定めがない及び定款に規定がない限り、公法の法的機関
を除く、いかなる社債の発行体も、前述の条件及び方法により、
当該証券の所有者を特定するための情報を要求する権利を有す
る。 
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国名  条文 仮訳 

仏国 

II.-La société émettrice, après avoir suivi la procédure prévue 
au I et au vu de la liste transmise par le dépositaire central 
susmentionné, a la faculté de demander, soit par l'entremise 
de ce dépositaire central soit directement, dans les mêmes 
conditions et sous peine des sanctions prévues à l'article L. 
228-3-2, aux personnes figurant sur cette liste et dont la 
société estime qu'elles pourraient être inscrites pour compte 
de tiers les informations concernant les propriétaires des 
titres prévues au I.  
Ces personnes sont tenues, lorsqu'elles ont la qualité 
d'intermédiaire, de révéler l'identité des propriétaires de ces 
titres. L'information est fournie directement à l'intermédiaire 
mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier 
qui tient le compte-titres, à charge pour ce dernier de la 
communiquer, selon le cas, à la société émettrice ou au 
dépositaire central susmentionné.  
 
III.-Les renseignements obtenus par la société ne peuvent 
être cédés par celle-ci, même à titre gratuit. Toute violation 
de cette disposition est punie des peines prévues à l'article 
226-13 du code pénal. 

II.Iに規定する手続に従い、また前述の保管振替機関から提供さ

れたリストに照らして、発行会社は、保管振替機関を通じて、又は
直接に、L228-3-2の方法及び罰則に従って、当該リストに含まれ、
第三者に代わって登録されていると発行会社が疑う者に対して、I
の証券保有者に関する情報の提供を要求することができる。 
 
 
 
 
当該者が仲介機関である場合、仲介機関は証券保有者を開示
するよう要求される。情報は口座管理する認可金融仲介機関に
直接提供され、当該仲介金融機関は発行会社若しくは該当ある
場合、前述の保管振替機関に、情報を提供する必要がある。 
 
 
 
 
発行会社は、取得した情報を、無償であっても伝達することは認
められない。この規定に違反した場合には、刑法226-13条の罰
則が適用される。 
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