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大震災の株主総会への影響、昨年の金融商品取引法の開示制度改正等への対応 

 

２０１１年６月１日 

弁護士法人クレア法律事務所 

弁護士 古田 利雄 

 

注：以下の原稿は、２０１１年６月１日に弁護士会館２階クレオで、東京弁護士会主催で

行った弁護士向けの講演に論点の追加も含めて加筆したものです。 
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第１ 大震災の株主総会への影響（総会当日に関連する事項） 

１ 大型余震発生への備え 

(1)  心構え 

 東日本大震災をもたらしたマグニチュード（Ｍ）９．０の巨大地震の余震活動は未だに

活発で、太平洋沖だけでなく内陸でも大きな地震が誘発されている。２００４年に発生し

たＭ９．１のスマトラ沖地震では、２００５年、２００７年にそれぞれＭ８．６、Ｍ８．

５の巨大余震によって多数の死傷者が出ている。日本とスマトラとは、プレート（岩板）

の沈み込み帯に形成された列島であるという共通の特徴を持つため、今後、株主総会招集

通知発送前、発送後、総会当日、総会直後のいずれかのタイミングで大型地震が起こるこ

とも懸念される。その場合、今般の地震と同様にその後の企業活動へのダメージが生じる

ことになる。 

News： ルネサス被災 月内にも在庫払底 減産・発売延期対応迫られる。 

 マイコンで世界シェア３割を持つルネサスエレクトロニクスの主力工場が被災で生産停止し

ていることの影響が産業界に広がっている。国内生産がほぼ半減している自動車に続き、携帯

電話機、白物家電、エレベーターなどのメーカーが生産・販売計画を見直しはじめた・・・ル

ネサス復旧を織り込み、国内生産がほぼ半減している自動車業界では「生産正常化は１１〜１

２月」（トヨタ自動車）としている。しかし、ルネサスの顧客の裾野は広く、現時点ではすべて

の需要を満たせる保証はない（日本経済新聞・５月４日朝刊一面）。 

(2) 避難経路と手順の確認として、 

 総会開催中に大規模な余震その他の災害や停電が発生した場合を想定し、避難経路の確

認、避難誘導担当人員の配置などを検討しておくこと、例えば、場所や建物によって、所

定の避難所に移動するべき場合もあるし、屋内待機が指定されている地区もある。 

 

２ 震災によって株主総会が延期される場合の取扱について  

(1) 会社法２９６条１項は、事業年度の終了後３ヶ月以内に定時株主総会を開催すること

を義務付けていない。定款に「当社の定時株主総会は、毎年６月に開催する。」と定められ

ているときであっても、定款の合理的な解釈としては、大災害の場合を前提としていない

というべきなので、定款違反と評価されないと解する。同様に、会社の定款に「株主総会

は、本店所在地又はその隣接地において招集する。」と開催場所の指定がある場合も、必要

に応じてこれら以外の場所でも開催できるというべきである。（資料②－１） 

(2) 延期された株主総会で議決権行使できる株主は誰か。 

 会社法１２４条２項により、基準日株主が権利行使できるのは、基準日から３ヶ月以内

に行使するべき権利に限られるため、総会がこれを超えて延期されるときは、新たに基準

日を設定して権利行使できる株主を決めることになる。同様に、剰余金の配当は、基準日

から３ヶ月以内の日を効力発生日として決議を行う必要があるため、新たに基準日を設定

する必要がある（会社法４５４条１項）。（資料②－２） 
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(3) 更に、定款に「当社の定時株主総会は、毎年６月に開催する。」と定めがあるとき、同

総会において任期が満了するべき役員の任期はいつ終了するかが問題となるが、役員選任

決議の合理的な意思解釈によれば、大震災のようなコントロール不能の理由によって定時

総会が延期された場合には、延期された株主総会まで任期は満了しないと解する。 

 

３ 招集手続 

(1) 通例用いられる挨拶「時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。」の修正、お土産

相当額を義援金に振り替える旨案内など（資料③） 

(2) 事業報告 

① 必要に応じ、「事業の経過及びその成果」に、東日本大震災による損害、業績への

将来にわたる影響について言及する。 

② 必要に応じ、「対処すべき課題」に東日本大震災の影響を踏まえた業績回復への取

り組みについて言及する。 

(3) 招集通知の不到達 

株主名簿記載の住所に発信すれば、到達したものとみなされる（会社２９９Ⅰ、１２６Ⅰ

②）。この点は、津波で壊滅的な被害を受け、一括して全壊の認定を受けた地区に対する通

知であっても法的には同様と解される。 

(4) 招集通知発送後の開催場所の変更、開催日の延期方法 

停電等により会場が使えない場合、これらの変更が必要になることがありうるが、狭義の

招集通知の記載事項は、Ｗｅｂ修正の対象ではないため（会社規則６５Ⅲ、１３３Ⅵ、計

算規則１３３Ⅶ、１３４Ⅶ）、原則として、招集手続のやり直しが必要となる。 

(5) その他、総会当日の議事運営等については、株主総会当日に地震等が発生し、総会を

中断する場合の対応や、交通機関の停止により議長が出席できなくなった場合への備え等

について検討しておく必要がある。 

 

４ 想定される質問の項目と質問例 

 以下想定される質問項目と質問例を挙げる。質問の中には説明義務の範疇ではないもの

も含まれている。適時開示を行っていない事項について言及するときは、インサイダー情

報の開示にならないように留意すべきである。 

(1)質問の項目 

① 震災を踏まえた景況見通し 

② 損害状況の把握(東日本大震災による会社の人的、物的損害の状況) 

③ 復旧関係（被災した会社設備等の復旧の見通し、復旧計画、資金手当て工場、事業所の

移転、廃止の有無） 

④ 業績見込 

⑤ 震災を踏まえた事業戦略、株主への還元・役員報酬の方針 
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⑥ リスク管理（震災後に適切に行動できたか。会社、役員の行動、災害対策マニュアルの

有無、内容の当否、見直しの有無等） 

⑦ ボランティア（会社、役員、従業員の被災地・被災者への救援活動） 

 

(2)質問例 

予想される具体的な質問の例を挙げる。 

個々の質問についての回答は、各企業の実情に合わせてすることになりますので、各企業

において事前に検討されたい。 

① 震災を踏まえた景況見通し 

 福島の原発事故を含む東日本大震災の影響を踏まえて、会社としてはどのような景況見

通しを持っているのか説明して欲しい。 

② 損害状況の把握(東日本大震災による会社の人的、物的損害の状況) 

ア 被害を受けた会社設備のうち、修理不可能なもの、修理可能なもの、修理できるが被

害が多額で事実上改修困難なものは何か、詳細を説明してほしい。 

イ 今回の東日本大震災で当社が受けた損害の概要、金額はいくらか。人的損害、物的損

害また取引上の損失につき説明されたい。 

ウ 復興にどのくらいの費用がかかるのか、その資金調達はどうするのか。 

エ 復旧まで生産活動、取引業務はどうするか。 

オ 当社の建築した○○ビルが今回の地震で倒壊したが、その責任は当社にあるのか。 

カ 特別損失としてどの範囲を計上したのか、また別途積立金の取壊しはそのためか。 

キ 従業員、その家族の人的、物的損害はどうか 

ク 当社○○工場が今回の震災で大きな損害を受けた。○○地区は工業地帯であるが必ず

しも適地とは考えない。復旧を考えるとき工場の他地区への移転も考慮すべきではないか。 

ケ 当社の主要原材料の仕入先は集中していると思われる。仕入先が災害にあった時、当

社の生産に重大な影響が出ると思うが、仕入先を分散化するべきではないか。 

コ 今回被災した当社コンピューターセンターに設置されている設備はリース物件と聞い

ている。今回設備が破損したとのことだが、補修はどちらの費用でするのか。また、使用

不可能となったときでもリース代は支払うのか。契約上どうなっているのか。 

サ 当社は３月決算の会社であるが、３月１１日の大地震により会計関係書類が一部消失、

流失したのではないかと心配していた。大震災で消失、流失した会計書類はあったのか、

また監査手続で苦労しなかったのか。 

シ 被災した社員がいるか。被災した社員に対して、当社はどのような対応を行ったか。 

ス 震災により○○工場は２ヶ月間休業となるとのことだが、雇用していた臨時職員はど

うなるのか。解職にならないように対策を採られたい。 

セ 当社は東北地区に重要な取引先を多く有しているが、大震災で営業的ダメージを受け

た取引先も多いと思うが、取引先への債権が貸倒れになる心配はないか。例えば、Ａ社は
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大丈夫か。 

③ 復旧関係（被災した会社設備等の復旧の見通し、復旧計画、資金手当て工場、事業所の

移転、廃止の有無） 

 ××工場は復旧するのか移転するのか、それぞれの場合の稼動再開の見込とコストにつ

いて説明して欲しい。 

④ 業績見込 

ア 福島の原発事故の問題が当社製品の販売に与える影響を教えて欲しい。 

イ 東日本大震災による消費の冷え込みが当社の営業に与える影響についてどのように考

えているか教えて欲しい。 

⑤ 震災を踏まえた事業戦略、株主への還元・役員報酬の方針 

ア 今後一層厳しい環境となることが予想されるが、より一層の競争力を獲得するために、

Ｍ＆Ａなどによる成長戦略が必要ではないか。 

イ 東日本大震災が当社業績に与える影響を踏まえて、今後の株主への還元方針を教えて

欲しい。 

ウ 株主と被災地への支援のバランスについて、当社はどのように考えているか。配当を

減額して被災地の支援にそれを振り向けてはどうか。 

（検討）この発言は修正動議に当たらないか？ 

エ 東日本大震災の影響によって、平成２３年度以降は苦戦を強いられると予想されるが、

今後の役員報酬についてどのような方針か。 

オ 大震災の被害により、巨大の損失が出たとして今期配当を見送るとのことだが、別途

積立金を取り崩してでも配当を維持すべきではないのか。 

 

⑥ リスク管理（震災後に適切に行動できたか。会社、役員の行動、災害対策マニュアルの

有無、内容の当否、見直しの有無等） 

ア 東日本大震災から一定期間の間に、取締役候補者が同震災に関してどのような対応を

行ったか。 

イ 東日本大震災のような大規模災害が今後も起こらないとは限らないが、会社としては

どのような組織的な対策を立てているか。 

ウ 当社のデータサーバーの安全性は十分か。 

エ 緊急時の連絡の必要性はいつ発生するとも限らない。企業によってはその場合の連絡

ルートを表にして、幹部職員は自宅に掲示していると聞く。当社はそのような用意をし

ていたか。 

オ 当社では、緊急対策マニュアルは作成されており、普段から職員間に浸透していて今

回の震災にあっても十分役立ったと聞いている。ところで、マニュアルは特に秘密事項

とも思われないのでその内容の骨子だけでも聞かせてほしい。 

カ 当社の事業所は特定地区に偏在しているよう考える。今回の震災を教訓として事業所
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が天災に負けないようにするため、ある程度地域分散を図ってはどうか。 

キ 今回の震災のように長期間電気、水道、ガスの供給が止まった場合は工場の操業に支

障が出ると思うが、会社としては何か対策を用意しているのか、具体的に説明してほし

い。 

ク 会社設備の耐震性につきチェックしたことがあるが、特に、年数の古いものは何らか

の補強工事が必要ではないか。 

ケ 防災対策には地域自治体との協力関係が不可欠と考えるが、当社は自治体との間でど

のような対策をとっているか。 

コ 今回の震災で停電したことでテレビからの情報入手が困難となった。頼れるのはツイ

ッター等のインターネットや電池式ラジオということが確認された。当社の防災体制に

あってもこのような教訓を生かす形で充実を図ってほしい。 

⑦ ボランティア（会社、役員、従業員の被災地・被災者への救援活動） 

ア 当社は被災地支援にどのように取り組んだか教えて欲しい。 

イ 役員候補者は、それぞれどのような被災地支援を行ったか。 

ウ 社員が被災地にボランティアで行く場合、支援措置があるか。 

エ 会社としてどのようなボランティア活動をしたか。 
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第２ 昨年の金融商品取引法の開示制度改正等への対応 

 

はじめに  

 本年は総会準備に大きな影響を及ぼす法令ないし制度の改正はないため、昨年各社が対

応に追われた開示制度等の改正への対応を検証し、見直しに取り組むことに重点が置かれ

ると思われる。 

 

１ 議決権行使結果の開示（企業内容等の開示に関する内閣府令１９Ⅱ⑨の二）（資料３、

４、５、１２） 

(1)昨年 6月総会の集計方法の状況（１，８９３社中） 

事前行使分に当日出席株主の一部を加算した会社 １，６５９社 ８７．６４％ 

事前行使分のみ       １７４社  ９．１９％ 

事前行使分に当日出席株主の全部      ６０社  ３．１７％ 

（みずほ信託銀行株式戦略企画部編・臨時報告書における議決権行使結果開示の事例分

析・別冊商事法務３４８号） 

 なお、「上場会社においては完全な議決権行使集計及び結果の開示に向け、なるべく早く

動きだすべきである。」（日本のコーポレート・ガバナンス改革に関する意見書・Asian 

Corporate Governance Association・２００９年１２月）という機関投資家等の意見もあ

る。 

(2)当日出席株主の一部を議案に対する賛否等の集計対象とする場合の意思確認の方法 

（商事法務１９１６号・株主総会白書２０１０年版図表１３９参照） 

 （包括）

委任状 

議決権行

使用紙の

賛否記載

欄※ 

確認書面

徴収 

職務代行

通知書 

拍手等目

視 

その他 

無回答 

計 

役員株主  

7.2％ 

 

66.2％ 

 

5.6％ 

   

21.0％ 

1,035 社 

100％ 

大株主  

27.9％ 

 

16.8％ 

 

2.3％ 

 

18.5％ 

 

16.8％ 

 

17.7％ 

1,151 社 

100％ 

※議決権行使書による行使（事前行使）として取り扱わず、賛否の意思の確認書類として

流用したという趣旨である。役員株主分は、議決権行使用紙の賛否記載で確認する会社が

３分の２に上る。 

(3)提出時期 

 議決権の集計及び当該集計を踏まえた臨時報告書の作成に要する実務的に合理的な時間

内に提出すれば、「遅滞なく」提出されたものとされる。（資料４－４） 
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 昨年６月総会では、 

総会当日に提出した会社  3.4％ 

総会翌日に提出した会社  28.3％ 

総会から３日目に提出した会社 29.9％ 

総会から４日目に提出した会社 11.2％ 

であり、総会から４日目までに約９割の会社が提出している（株主総会白書２０１０年版・

図表１３６参照）。 

(4)賛成率向上に向けた取り組み 

① 議決権行使状況の確認 

② 機関投資家及び議決権行使助言会社の基準の検討 

企業年金連合会は、平成２２年１１月４日、株主議決権行使基準の改定を、ＩＳＳ

（Institutional Shareholder Service Inc）は、平成２２年１１月１９日、コーポレート・

ガバナンス・ポリシーの変更を公表した。（資料６） 

 

２ 有価証券報告書の総会日前の任意提出状況（企業内容開示府令１７Ⅰ①ロ）（資料７） 

 

 昨年６月総会の状況 

（商事法務１９１６号・株主総会白書２０１０年版図表１４１参照） 

提出した 提出していない 無回答 計 

 

1.2％ 

 

97.9％ 

 

1.0％ 

1,868 社 

100％ 

 

３ 有価証券報告書における役員報酬の個別開示（資料３） 

資料３ 改正内閣府令等の概要 の２枚目 通し番号１９頁 ２役員報酬 

役員の区分毎の報酬総額を記載するほか、（２）で、役員ごとの報酬の総額などを開示でき

るようになり、１億円以上の役員については役員毎に開示しなければならなくなっていま

す。 

（商事法務１９１６号・株主総会白書２０１０年版図表１４３参照） 

1 億円以上の

該当者のみ

個別開示 

すべて個別

開示 

報酬額にか

かわらず一

定の者につ

き個別開示 

個別開示し

ていない 

無回答 計 

 

8.2％ 

 

 

 

0.2％ 

 

90.5％ 

 

1％ 

1,868 社 

100％ 

 

４ 株式保有状況の記載 
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平成２２年３月期の有価証券報告書からコーポレートガバナンスの状況等として「株式の 

保有状況」の開示が義務づけられた。 

事業提携目的などの純投資目的以外で一定以上保有している株式の銘柄等を開示させ 

るものである。これには経過措置があったため平成２３年３月期から記載対象が拡大され 

るので、保有状況が同じでも、記載すべき開示銘柄数が増加することがある。 

政策投資目的で保有する上場株式で記載が必要とされている「具体的な保有目的」の 

記載については、情報開示の要請と事業戦略などをどの程度開示するかを考慮して決 

めることになる。 

他社事例：アンリツ 当社グループにおける業務遂行上の関係強化を目的として保有し 

ております。 

 

５ 事業報告 では、 

株主総会の招集通知の作成に際して、株主に対する情報開示として事業報告に記載が強制

されるものではないものの、記載を検討してもよいとされているものとして 

 

(1)独立役員の記載（資料８、９－２） 

 東京証券取引所有価証券上場規程４３６の２によって、 

本年６月総会から実行性確保措置の対象となる独立役員について、事業報告に記載した会

社は、回答した会社の４３％（全株懇調査）である。具体的には、取締役・監査役の状況

等の一覧表の欄外注記として、「監査役の××氏は社外監査役であり、東京証券取引所に独

立役員として届け出ております。」とする例が多い。 

東京証券取引所 独立役員の確保に係る実務上の留意事項Ｑ＆Ａ 

Ｑ 規則違反の場合に適用される「実効性確保手段」とは、どのようなものがあ

るでしょうか。 

Ａ 独立役員の確保義務等を含む企業行動規範の「遵守すべき事項」(上場規程第

4章第 4節第 1 款)に違反した場合の実効性確保手段としては、上場規程第 501 条

以下に規定されている公表 措置(同 508 条)、改善報告書(同第 502 条)、上場契約

違約金(同第 509 条)、特設注意 市場銘柄(同第 501 条)が制度上、想定されていま

す。 

 

(2)有価証券報告書の総会前提出に代えて、株主の関心が高いと思われる次の事項につき、

招集通知の事業報告に取り込んで記載することが考えられる。 

①種類別の役員報酬 

②報酬等の決定方針 

③ガバナンス体制 

④株式保有状況 
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⑤連結キャッシュフロー計算書 

 

６ 株主総会参考書類 

事業報告と同様に、株主に対する情報開示として株主総会参考書類に記載が強制されるも

のではないものの、記載を検討してもよいとされているものとして、 

 

(1)役員選任議案がある場合、候補者の記載に併せて独立役員である旨の記載 

(2)機関投資家の要望事項への対応 

①役員選任議案の候補者へのふりがな表示 

②新任候補者への「※」等の表示 

 

７ 会社計算規則の改正（平成２２年９月３０日／同日施行） 

削除  損益計算書に包括利益に関する事項を表示することができる。 

新設  連結貸借対象表・連結株主資本等変動計算書の項目として、「評価・換算価額等」

に代えて「その他の包括利益累計額」を表示できる（会社計算規則９６条） 

この改正を受けて、「その他の包括利益累計額」という項目を使用することとした場合、目

新しい項目なので、株主から質問されるかもしれないので、どのように説明するか準備し

ておくとよい。 

 

８ 東京証券取引所上場規程の改正（平成２２年６月３０日） 

 上場規程で定められている「議決権行使を容易にするための環境整備」の方策として、「実

質的な株主による指図権の行使を容易にするための環境整備」が追加された。これは、議

決権電子行使プラットフォームを想定している。同プラットフォームは３９４社が採用し

ている（平成２３年５月１９日現在）。（資料９） 

「議決権電子行使プラットフォーム」とは 

機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームとは、国内外の名義では保有しないが、

実質的な株主で議決権の行使指図権者である機関投資家が、株主総会において円滑に議決

権行使することを可能とする電子投票のインフラで、信託銀行などを名義株主としている

機関投資家が、プラットフォームシステムを通じて実質的な権限行使ができるようにする

もの。位置付けとしては、会社法の電子投票制度の一つの方法。あくまで名義株主の議決

権行使として扱われる。 

 

９ 取引単位集約 

 全国証券取引所「売買単位の集約に向けた行動計画」（平成１９年１１月２７日）により、

平成２４年４月を「１００株または１、０００株」への移行期限と仮置きしていた。この

ため、これらに該当しない３月決算会社では、本年６月総会において、前記期限に効力が
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発生することとした、株式分割及び単元株制度のための定款変更を決議する必要があった。

しかし、震災の影響を踏まえて、４月２８日付けで当面延期された（資料１０）。 

 

第３ その他 代理人資格に関する東京高裁判決 

 議決権行使の代理人資格を株主に限る旨の定款がある場合、株主でない弁護士に

代理人資格があるか否かにつき、以下のとおり判示した。 

「弁護士等のように、そのような高い信頼の下にある職種の者であって、具体的に

株主総会をかく乱するおそれのない者については、株主でない者であっても代理人

となることを許さなければならないとすれば、株式会社は、株主総会に株主ではな

い代理人が来場した際には、その都度その者の職種を確認し、株主総会をかく乱す

るおそれの有無について個別具体的に検討しなければならないことになるが、どの

ような職種の者であれば株主総会をかく乱するおそれがないと信頼することがで

きるのか、また、そのような信頼すべきと考えられる職種に属していながらも、当

該来場者に株主総会をかく乱するおそれがあると思料される場合に、どのような要

件の下に出席を拒むことができるのかなど、明確な基準がないままに実質的な判断

を迫られ、その結果、受付事務を混乱させ、円滑な株主総会の運営を阻害するおそ

れがある。しかも、正当な権利行使とかく乱の行為とが具体的事案において截然と

区別することが難しいこともあるところ、実質的な判断基準を持ち込むことにより、

経営陣に与する者の出席を許し、与しない者の出席を許さないなど恣意的運用の余

地を与え、株主総会の混乱を増幅する可能性もある。そうすると、議決権行使の代

理人資格を形式的に株主に限定する本件定款 26 条の定めは、一定の合理性を有す

るものであり、株主による議決権行使の態様を何ら不当ないし不公正に制限するも

のではない。そして、このような考慮は、控訴人が主張するように、あらかじめ会

社にとって身元の明らかな弁護士が、議事をかく乱しない旨の誓約書を提出してい

る場合であっても、なお当てはまるといえるから、控訴人が主張するような事情が

あっても、議決権行使の代理人資格を株主に限定することは許されるのであり、本

件定款 26 条を濫用するものとはいえない。」（東京高裁平成２２年１１月２４日・

大盛工業株主総会決議取消請求事件控訴審判決・確定・資料版商事法務３２２号１

８０頁）。 

・ 高裁昭和４３年１１月１日判決 民集２２巻１２号２４０２頁（議決権行使

の代理人資格を制限する定款の効力） 

・ 宮崎地判平成１４年４月２５日判決 金融・商事判例１１５９号４３頁（本件と同旨） 

・ 神戸地方裁判所尼崎支部平成１２年３月２８日判決 資料版商事法務１９３号１９１

頁（非株主である弁護士の代理人資格を認めないことは、総会が同人の出席により撹乱さ

れるおそれがあるなどの特段の事由がない限り、合理的な理由による相当程度の制限とい

うことはできない）  
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