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第四章 機関
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第九節 指名委員会等及び執行役（第百十
一条・第百十二条）
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条-第百十五条）
条-第百十五条）
第五章 計算等
第五章 計算等
第一節 計算関係書類（第百十六条）
第一節 計算関係書類（第百十六条）
第二節 事業報告
第二節 事業報告
第一款 通則（第百十七条）
第一款 通則（第百十七条）
第二款 事業報告等の内容
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容（第百十九条-第百二十四条）
第三目 会計参与設置会社における事業
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三十八条）
三十八条）
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第八章 清算
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第一節 総則（第百四十条-第百五十一条
第一節 総則（第百四十条-第百五十一条
）
）
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十八条）
第三編 持分会社
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第一章 計算等（第百五十九条）
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第四編 社債
第四編 社債
第一章 総則（第百六十二条-第百六十八条 第一章 総則（第百六十二条-第百六十八条
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第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交 第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交
換及び株式移転
換及び株式移転
第一章 吸収分割契約及び新設分割計画
第一章 吸収分割契約及び新設分割計画
第一節 吸収分割契約（第百七十八条）
第一節 吸収分割契約（第百七十八条）
第二節 新設分割計画（第百七十九条）
第二節 新設分割計画（第百七十九条）
第二章 組織変更をする株式会社の手続（第 第二章 組織変更をする株式会社の手続（第
百八十条・第百八十一条）
百八十条・第百八十一条）
第三章 吸収合併消滅株式会社、吸収分割株 第三章 吸収合併消滅株式会社、吸収分割株
式会社及び株式交換完全子会社の手続（第百 式会社及び株式交換完全子会社の手続（第百
八十二条-第百九十条）
八十二条-第百九十条）
第四章 吸収合併存続株式会社、吸収分割承 第四章 吸収合併存続株式会社、吸収分割承
継株式会社及び株式交換完全親株式会社の手 継株式会社及び株式交換完全親株式会社の手
続（第百九十一条-第二百三条）
続（第百九十一条-第二百三条）
第五章 新設合併消滅株式会社、新設分割株 第五章 新設合併消滅株式会社、新設分割株
式会社及び株式移転完全子会社の手続（第二 式会社及び株式移転完全子会社の手続（第二
百四条-第二百十条）
百四条-第二百十条）
第六章 新設合併設立株式会社、新設分割設 第六章 新設合併設立株式会社、新設分割設
立株式会社及び株式移転設立完全親会社の手 立株式会社及び株式移転設立完全親会社の手
続（第二百十一条-第二百十三条）
続（第二百十一条-第二百十三条）
第六編 外国会社（第二百十四条-第二百十六 第六編 外国会社（第二百十四条-第二百十六
条）
条）
第七編 雑則
第七編 雑則
第一章 訴訟（第二百十七条-第二百十九条 第一章 訴訟（第二百十七条-第二百十九条
）
）
第二章 登記（第二百二十条）
第二章 登記（第二百二十条）
第三章 公告（第二百二十一条）
第三章 公告（第二百二十一条）
第四章 電磁的方法及び電磁的記録等
第四章 電磁的方法及び電磁的記録等
第一節 電磁的方法及び電磁的記録等（第
第一節 電磁的方法及び電磁的記録等（第
二百二十二条-第二百三十条）
二百二十二条-第二百三十条）
第二節 情報通信の技術の利用（第二百三
第二節 情報通信の技術の利用（第二百三
十一条-第二百三十八条）
十一条-第二百三十八条）
附則
附則
-本則施行日：令和 2年 5月15日
第四款 事業報告等の株主への提供
第四款 事業報告等の株主への提供
◆追加◆
（事業報告等の提供）
第百三十三条 法第四百三十七条の規定によ 第百三十三条 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 り株主に対して行う提供事業報告（次の各号
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に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に 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 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 。）の提供に関しては、この条に定めるとこ
ろによる。
ろによる。
一 株式会社（監査役設置会社、監査等委員 一 株式会社（監査役設置会社、監査等委員
会設置会社及び指名委員会等設置会社を除
会設置会社及び指名委員会等設置会社を除
く。） 事業報告
く。） 事業報告
二 監査役設置会社、監査等委員会設置会社 二 監査役設置会社、監査等委員会設置会社
及び指名委員会等設置会社 次に掲げるも
及び指名委員会等設置会社 次に掲げるも
の
の
イ 事業報告
イ 事業報告
ロ 事業報告に係る監査役（監査役会設置
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、監査等委員会
会社にあっては監査役会、監査等委員会
設置会社にあっては監査等委員会、指名
設置会社にあっては監査等委員会、指名
委員会等設置会社にあっては監査委員会
委員会等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
）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（
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
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
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
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）
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
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
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
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 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 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 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 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 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。
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 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
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
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
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
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
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
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
録された事項を記載した書面の提供
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二 電磁的方法による提供 次のイ又はロに 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
掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに
定める方法
定める方法
イ 提供事業報告が書面をもって作成され
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
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
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
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
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
録された事項の電磁的方法による提供
３ 事業報告に表示すべき事項（次に掲げる 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 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 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 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 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 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 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 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。 使用する方法によって行われるものに限る。
第七項において同じ。）をとる場合における 第七項において同じ。）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 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 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 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 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。
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四号、第五号、第七 一 第百二十条第一項第四号、第五号、第七
号及び第八号並びに第百二十一条第一号、
号及び第八号並びに第百二十一条第一号、
第二号及び第四号から第六号までに掲げる
第二号及び第四号から第六号までに掲げる
事項並びに第百二十四条第二項の規定によ
事項並びに第百二十四条第二項の規定によ
り事業報告に表示すべき事項
り事業報告に表示すべき事項
二 事業報告に表示すべき事項（前号に掲げ 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
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
監査委員会が異議を述べている場合におけ
る当該事項
る当該事項
４ 前項の場合には、取締役は、同項の措置 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 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 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、 ンターネットにおいて識別するための文字、
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記号その他の符号又はこれらの結合であって 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 、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 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 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 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 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 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 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 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、監査等委員会又は監査委 において、監査役、監査等委員会又は監査委
員会が、現に株主に対して提供される事業報 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 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 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 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 役は、その旨を株主に対して通知しなければ
ならない。
ならない。
６ 取締役は、事業報告の内容とすべき事項 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 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 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 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 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。
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 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 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 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。
置をとることを妨げるものではない。
-本則施行日：令和 2年 5月15日
◆追加◆
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（事業報告等の提供の特則）
第百三十三条の二 前条第三項の規定にかか
わらず、株式会社の取締役が定時株主総会の
招集の手続を行う場合において、提供事業報
告（同条第一項に規定する提供事業報告をい
う。以下この条において同じ。）に表示すべ
き事項（次に掲げるものを除く。以下この条
において同じ。）に係る情報を、定時株主総
会に係る招集通知（法第二百九十九条第二項
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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。）をとるときにおける前条第二項の規
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、同条第三項の措置をとる旨
の定款の定めがある場合に限る。
一 第百二十条第一項第五号及び第七号並び
に第百二十一条第一号、第二号及び第四号
から第六号までに掲げる事項並びに第百二
十四条第二項の規定により事業報告に表示
すべき事項
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、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、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
。
３ 第一項の規定により提供事業報告に表示
すべき事項が株主に対して前条第二項各号に
定める方法により提供したものとみなされる
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場合において、監査役、監査等委員会又は監
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。
４ 取締役は、提供事業報告に表示すべき事
項（前条第三項の事業報告に表示すべき事項
を除く。）に係る情報について第一項の措置
をとる場合には、株主の利益を不当に害する
ことがないよう特に配慮しなければならない
。
-改正法･附則・題名- ～令和 2年 5月15日 法務省 令 第37号～
施行日：令和 2年 5月15日
◆追加◆

附

則（令和二・五・一五法務令三七）

-改正法･附則- ～令和 2年 5月15日 法務省 令 第37号～
施行日：令和 2年 5月15日
◆追加◆

（施行期日）
第一条 この省令は、公布の日から施行する
。

-改正法･附則- ～令和 2年 5月15日 法務省 令 第37号～
施行日：令和 2年 5月15日
◆追加◆
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（失効）
第二条 この省令による改正後の会社法施行
規則の目次（この省令により改めた部分に限
る。）並びに第百三十三条（この省令により
加えた部分に限る。）及び第百三十三条の二
の規定並びにこの省令による改正後の会社計
算規則の目次（この省令により改めた部分に
限る。）及び第百三十三条の二の規定は、こ
の省令の施行の日から起算して六月を経過し
た日に、その効力を失う。ただし、同日前に
招集の手続が開始された定時株主総会に係る
提供事業報告（会社法施行規則第百三十三条
第一項に規定する提供事業報告をいう。）及
び提供計算書類（会社計算規則第百三十三条
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第一項に規定する提供計算書類をいう。）の
提供については、これらの規定は、なおその
効力を有する。

*******
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