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令和２年５月 11日 

新型コロナウイルス感染症を考慮した株主総会等の運営について 

 

日本司法書士会連合会 

商業登記・企業法務対策部 

 

 新型コロナウイルス感染症が流行し，その拡大の防止が喫緊の課題となっている状況

下での株主総会等の招集と運営の法律的な問題点について，下記のとおりＱ＆Ａをまと

めましたので，参考にしてください。 

 なお，引用した法務省，経済産業省及び国税庁のホームページ掲載の資料は，全て令

和２年５月１日時点のものです。 

 

 

Ｑ１ 事業年度の末日を３月 31 日とし，定時株主総会を事業年度の末日から３か月以

内に開催する旨を定款に定めている株式会社において，例年６月中に開催している

定時株主総会を，新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から，７月以降に開

催したいと考えていますが，可能でしょうか。 

 

Ａ１ 今後の状況にもよりますが，７月以降に定時株主総会を開催することは可能であ

ると考えます。 

   法務省は，下記の見解を示しています①。 

   新型コロナウイルス感染症の流行の今後の状況等にもよりますが，この見解によ

                                                      
① 法務省ホームページ「定時株主総会の開催について」

（http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00021.html） 

定時株主総会の開催時期に関する定款の定めがある場合でも，通常，天災その

他の事由によりその時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた

ときまで，その時期に定時株主総会を開催することを要求する趣旨ではないと考

えられます。 

したがって，今般の新型コロナウイルス感染症に関連し，定款で定めた時期に

定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合には，その状況が解消

された後合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足りるものと考えられま

す。なお，会社法は，株式会社の定時株主総会は，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と規定していますが（会社法第 296条第１項），事業

年度の終了後３か月以内に定時株主総会を開催することを求めているわけではあ

りません。 

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00021.html
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れば，質問の会社において，７月以降に定時株主総会を開催しても，定款の規定に

違反しないものと考えられます。 

 

Ｑ２ Ｑ１の会社において，７月以降に定時株主総会を開催する場合，議決権の行使に

関する基準日はどうなりますか。なお，定款においては，定時株主総会の議決権の

行使に関する基準日は，事業年度の末日（３月 31日）とされています。 

 

Ａ２ 法務省は，下記の見解を示しています（前掲注１）。 

   会社法上，基準日株主が行使することができる権利は，当該基準日から３か月以

内に行使するものに限られます（会社法第 124条第２項）。 

   したがって，定款で定時株主総会の議決権行使のための基準日が定められている

場合において，新型コロナウイルス感染症に関連し，当該基準日から３か月以内に

定時株主総会を開催できない状況が生じたときは，会社は，新たに議決権行使のた

めの基準日を定め，当該基準日の２週間前までに当該基準日及び基準日株主が行使

することができる権利の内容を公告する必要があります（会社法第 124条第３項本

文）。 

   この見解によれば，定款で定時株主総会の議決権行使のための基準日が定められ

ていた場合に，新型コロナウイルス感染症に関連し，当該基準日から３か月以内に

定時株主総会を開催できない状況が生じたときは，必ず，新たに議決権行使のため

の基準日を定めなければならないようにも思えます。しかし，定時株主総会の議決

権行使のための基準日は，会社法上必ず定めなければならないものではなく，法務

省の見解も，必ず新たな基準日を定めなければならないという趣旨ではないと考え

ます。新たな基準日を定めない場合には，原則に戻り，権利行使時点である定時株

主総会開催時点の株主が議決権を行使することになります。    

閉鎖会社においては，新たな基準日を定めるかどうかは，基準日後の株主の異動

等の状況により判断する必要があります。 

 

Ｑ３ Ｑ１の会社において，７月以降に定時株主総会を開催する場合，剰余金の配当に

関する基準日はどうなりますか。なお，定款においては，定時株主総会により決議

する剰余金の配当の基準日は，事業年度の末日（３月 31日）とされています。 

 

Ａ３ 剰余金の配当を行うにあたって，新たに基準日を定めるか否かについては，Ａ２

と同様です。新たに基準日を定めた場合には，当該基準日の２週間前までに公告を

する必要があります。 

   法務省は，下記の見解を示しています（前掲注１）。 

   特定の日を剰余金の配当の基準日とする定款の定めがある場合でも，今般の新型

コロナウイルス感染症に関連し，その特定の日を基準日として剰余金の配当をする
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ことができない状況が生じたときは，定款で定めた剰余金の配当の基準日株主に対

する配当はせず，その特定の日と異なる日を剰余金の配当の基準日と定め，当該基

準日株主に剰余金の配当をすることもできます。なお，このように，剰余金の配当

の基準日を改めて定める場合には，２の場合と同様に，当該基準日の２週間前まで

に公告する必要があります（会社法第 124条第３項本文）。 

 

Ｑ４ Ｑ１の会社において，７月以降に定時株主総会を開催する場合，最終の事業年度

に関する定時株主総会の終結の時に任期が満了する予定であった取締役等の役員

の任期はどのようになりますか。 

 

Ａ４ 7月以降に開催した定時株主総会が終結する時まで任期が存続することになると

考えられます。 

   法務省は，下記の見解を示しています②。 

【Ｑ１】今般の新型コロナウイルス感染症に関連し，定款で定めた時期に定時株主総会

を開催することができない状況が生じた場合には，改選期にある役員（任期の末日

が定時株主総会の終結の時までとされている取締役，会計参与及び監査役）及び会

計監査人の任期はどうなるのでしょうか。 

 

【Ａ】今般の新型コロナウイルス感染症に関連し，定款で定めた時期に定時株主総会を

開催することができない状況が生じた場合には，その状況が解消された後合理的な

期間内に定時株主総会を開催すれば足りるものと考えられます（「定時株主総会の

開催について」参照）。 

   そのような場合には，改選期にある役員（任期の末日が定時株主総会の終結の時

までとされている取締役，会計参与及び監査役）及び会計監査人の任期については，

定時株主総会を開催することができない状況が解消された後合理的な期間内に開

催された定時株主総会の終結の時までとなるものと考えられます。 

 

 ＜毎年４月１日から翌年３月末日までを事業年度とし，定時株主総会は毎事業年度末

日の翌日から３か月以内に招集される株式会社の例＞ 

   当初予定していた時期（６月末）に定時株主総会を開催することができず，令和

２年７月 20 日に開催した場合，当該定時株主総会において再任した役員について

する役員の変更の登記の登記原因は，「令和２年７月 20日重任」となると考えられ

ます。   

これまでの一般的な考え方では，定款所定の期間内に定時株主総会が開催されなか

                                                      
② 法務省ホームページ「商業・法人登記事務に関するＱ＆Ａ」

（http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00076.html） 

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00021.html
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00021.html
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00076.html
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った場合，役員は，本来定時株主総会が開催されるべきであった期間の満了日をもっ

て任期満了により退任すると解釈されていました③。 

  今回示された見解は，今般の新型コロナウイルス感染症の流行の状況を鑑み，東日

本大震災の際と同様に，特例的に，従来の見解を一部変更するものといえます。 

 

Ｑ５ Ｑ１の会社において，新型コロナウイルス感染症の影響により，定款で定めた定

時株主総会の時期までに事業年度に係る計算書類等の作成が間に合わないため，当

初予定した時期に定時株主総会を開催した上，役員選任の決議を行うとともに，続

行の決議を得て，計算書類の報告及び承認については継続会において実施すること

とした場合，その年の定時株主総会の終結の時に任期が満了することになる取締役

等の役員の任期はどのようになりますか。 

 

Ａ５ 実際に定時株主総会が終結した時(継続会の終結時)まで任期が存続することに

なると考えられます。 

   法務省は，下記の見解を示しています（前掲注２）。 

【Ｑ２】今般の新型コロナウイルス感染症の影響により，定款で定めた定時株主総会の

時期までに事業年度に係る計算書類等の作成が間に合わないため，当初予定した時

期に定時株主総会を開催した上，役員選任の決議を行うとともに，会社法第 317条

による続行の決議を得て，計算書類の報告及び承認については継続会において実施

することとした場合，改選期にある役員（任期の末日が定時株主総会の終結の時ま

でとされている取締役，会計参与及び監査役）及び会計監査人の任期はどうなるの

でしょうか。 

 

【Ａ】 定時株主総会を当初予定した時期に開催し，役員選任の決議を行い，計算書類

等の報告及び承認については継続会（会社法第 317条）において実施することとし

た場合において，関係者の健康と安全を配慮しながら決算・監査の事務及び継続会

の開催を準備するために必要な期間の経過後に当該継続会が開催されたとき（「継

続会（会社法 317条）について」参照）は，当初の株主総会と当該継続会とは同一

の株主総会であると認められますので，この場合の改選期にある役員（任期の末日

が定時株主総会の終結の時までとされている取締役，会計参与及び監査役）及び会

計監査人の任期については，当該継続会の終結時までとなるものと考えられます。

これは，継続会が開催されるまでの間に定款で定めた定時株主総会の開催時期が満

了する場合であっても，同様と考えられます。 

  なお，この場合において，当初の株主総会の時点において改選する必要があると

                                                      
③ 昭和 33年 12月 23日付民事甲 2655号民事局長回答，昭和 38年５月 18日民事甲 1356号民事局

長回答 

http://www.moj.go.jp/content/001319514.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001319514.pdf
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きは，改選期にある役員等が辞任した上，その後任を選任することが考えられます。 

 

 ＜毎年４月１日から翌年３月末日までを事業年度とし，定時株主総会は毎事業年度末

日の翌日から３か月以内に招集される株式会社の例＞ 

  当初予定していた時期（令和２年６月 30日）に定時株主総会を開催し，本株主

総会の終結により任期満了する役員を再任する決議を行い，令和２年７月 30 日に

継続会を開催した場合，現任の役員は継続会の終結をもって任期満了により退任す

ると考えられますので，当初の定時株主総会において再任された役員についてする

役員の変更の登記の登記原因は，「令和２年７月 30日重任」となると考えられます。 

 なお，当初の定時株主総会の日（令和２年６月 30 日）をもって役員が辞任し，

同日にその後任の選任の決議を得た場合の役員の変更の登記の登記原因は，それぞ

れ「令和２年６月 30日辞任」，「令和２年６月 30日就任」となると考えられます。 

  これまでの一般的な考え方では，定款所定の期間内に定時株主総会が開催されなか

った場合，役員は，本来定時株主総会が開催されるべきであった期間の満了日をもっ

て任期満了により退任するとされていました④。 

  そのため，新型コロナウイルス感染症の影響により，当初の定時株主総会が定款所

定の期間内に開催されたものの，継続会が定款所定の期間後に開催された場合がどう

なるのかが問題となりますが，上記見解によれば，定時株主総会が終結した時（継続

会の終結時）に任期が満了することになります。 

 

Ｑ６ Ｑ１の会社において，新型コロナウイルス感染症の影響により，計算書類等の作

成が間に合わないため，定款所定の定時株主総会の開催時期に，計算書類の承認又

は報告を目的としない株主総会を開催し，その株主総会で役員の改選決議をした場

合，その年の定時株主総会の終結の時に任期が満了するとされている取締役等の役

員及び会計監査人の任期はどうなりますか。 

 

Ａ６ 定款所定の開催時期に開催された株主総会の終結時に任期が満了すると考えら

れます。 

   法務省は，下記の見解を示しています（前掲注２）。 

【Ｑ３】今般の新型コロナウイルス感染症の影響により，定款で定めた定時株主総会の

時期までに事業年度に係る計算書類等の作成が間に合わないため，計算書類等の報

告・承認を目的とせずに株主総会を開催し，当該株主総会において役員の改選をす

ることとした場合，その改選期にある役員（任期の末日が定時株主総会の終結の時

までとされている取締役，会計参与及び監査役）及び会計監査人の任期はどうなる

                                                      
④ 昭和 33年 12月 23日付民事甲 2655号民事局長回答，昭和 38年５月 18日民事甲 1356号民事局

長回答 
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のでしょうか。 

 

【Ａ】定款で特定の期間内に定時株主総会を開催すべき旨が定められており，役員の任

期を定時株主総会の終結の時までとしている株式会社が，定時株主総会が通常開催

されるべき時期に計算書類等の報告・承認を目的とせずに株主総会を開催し，当該

株主総会において役員の改選をすることとした場合には，その改選期にある役員

（任期の末日が定時株主総会の終結の時までとされている取締役，会計参与及び監

査役）及び会計監査人の任期は，当該株主総会の終結の時をもって満了するものと

考えられます。 

 

   計算書類の報告・承認を目的としない株主総会を定時株主総会として扱うことが

できるかどうかについては，肯定・否定の両説がありますが⑤，上記法務省見解が

この問題に結論を出したものと評価できるかどうかは判断が分かれるものと思わ

れます。 

   当該株主総会では，計算書類等の作成が間に合わないことについての経緯や，計

算書類等が確定され次第，その承認・報告を目的とした株主総会が開催される旨の

説明も行われると考えられます。むしろ，上記法務省見解は，今回のような特殊な

事情により，計算書類等の作成が間に合わない場合に，会社が定款所定の開催期間

内に任期満了に伴う役員の改選を目的とした株主総会を開催した場合は，計算書類

等の報告・承認を目的としていないものであっても，会社の意向を尊重し，全体の

趣旨から，当該株主総会を，役員等の任期満了の基準となる定時株主総会として扱

うことを許容したことに意義があると考えます。 

よって，質問のケースでは，定款所定の開催時期に開催された株主総会の終結時

に役員及び会計監査人の任期は満了すると考えます。 

 

Ｑ７ Ｑ１の会社において，７月以降に定時株主総会を開催する場合，法人税及び消費

税等の申告の期限は，いつまでになりますか。 

 

Ａ７ 申請することにより，本来の申告期限を延長することができます⑥。詳細は国税

庁のホームページ等でご確認ください。 

                                                      
⑤ 松井信憲著「商業登記ハンドブック第３版」（商事法務，2015）142頁 
⑥ 国税庁ホームページ「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税な

どの当面の税務上の取扱いに関するＦＡＱ」

（https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf） 

国税庁ホームページ「法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の

納付期限の個別指定による期限延長手続に関するＦＡＱ」

（https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf） 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf
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Ｑ８ 新型コロナウイルス感染症の流行により通常の時期に定時株主総会が開催でき

ないため，本年度の定時株主総会の開催自体を中止したいと考えていますが，可能

でしょうか。 

 

Ａ８ 新型コロナウイルス感染症の流行が収まり，定時株主総会が開催できる状況にな

っても，なお定時株主総会を招集しないことは会社法の規定（会社法第 296条第１

項）に反することとなり認められません。この場合，取締役が善管注意義務違反に

問われることがあるものと考えます。また，取締役につき過料の制裁規定（会社法

第 976条第 18号）があります。 

   なお，現実の開催をしなくとも，法律上，定時株主総会を開催したのと同様の効

力を生じさせることができる場合について，Ｑ17をご参照ください。 

 

Ｑ９ 新型コロナウイルス感染症の拡大の防止の観点から，株主総会に多人数の集合を

避けるため，株主に対し，株主総会への来場を控えることを呼びかけることは可能

ですか。 

 

Ａ９ 可能であると考えます。 

   経済産業省から，下記の見解が示されています⑦。 

Ｑ１.株主総会の招集通知等において，新型コロナウイルスの感染拡大防止のために株

主に来場を控えるよう呼びかけることは可能ですか。 

（A)可能です。 

 会場を設定しつつ，感染拡大防止策の一環として，株主に来場を控えるよう呼び

かけることは，株主の健康に配慮した措置と考えます。 

 なお，その際には，併せて書面や電磁的方法による事前の議決権行使の方法を案

内することが望ましいと考えます。 

   ただし，株主に対して来場を控えるように呼びかける場合であっても，株主平等

の原則に留意する必要があり，特定の株主にのみ呼びかけることはできないものと

考えます。また，来場を一律に禁止することもできないものと考えます。 

   なお，書面又は電磁的方法による議決権の行使に関しては，Ｑ15をご参照くださ

い。 

 

Ｑ10 新型コロナウイルス感染症の拡大の防止の観点から，株主総会の会場に入場でき

る株主の人数を制限することや会場に株主が出席していない状態で株主総会を開

                                                      
⑦ 経済産業省ホームページ「株主総会運営に係るＱ＆Ａ」（https://www.meti.go.jp/covid-

19/kabunushi_sokai_qa.html） 

https://www.meti.go.jp/covid-19/kabunushi_sokai_qa.html
https://www.meti.go.jp/covid-19/kabunushi_sokai_qa.html
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催することは可能ですか。 

 

Ａ10 可能であると考えます。 

   経済産業省から，下記の見解が示されています（前掲注７）。 

Ｑ２.会場に入場できる株主の人数を制限することや会場に株主が出席していない状態

で株主総会を開催することは可能ですか。 

（A)可能です。 

 Ｑ１のように株主に来場を控えるよう呼びかけることに加えて，新型コロナウイ

ルスの感染拡大防止に必要な対応をとるために，やむを得ないと判断される場合に

は，合理的な範囲内において，自社会議室を活用するなど，例年より会場の規模を

縮小することや，会場に入場できる株主の人数を制限することも，可能と考えます。 

 現下の状況においては，その結果として，設定した会場に株主が出席していなく

ても，株主総会を開催することは可能と考えます。この場合，書面や電磁的方法に

よる事前の議決権行使を認めることなどにより，決議の成立に必要な要件を満たす

ことができます。 

   なお，株主等の健康を守り，新型コロナウイルスの感染拡大防止のために株主の

来場なく開催することがやむを得ないと判断した場合には，その旨を招集通知や自

社サイト等において記載し，株主に対して理解を求めることが考えられます。 

 

Ｑ３.Ｑ２に関連し，株主総会への出席について事前登録制を採用し，事前登録者を優

先的に入場させることは可能ですか。 

（A)可能です。 

Ｑ２の場合における会場の規模の縮小や，入場できる株主の人数の制限に当たり，

株主総会に出席を希望する者に事前登録を依頼し，事前登録をした株主を優先的に

入場させる等の措置をとることも，可能と考えます。 

 なお，事前登録を依頼するに当たっては，全ての株主に平等に登録の機会を提供

するとともに，登録方法について十分に周知し，株主総会に出席する機会を株主か

ら不公正に奪うものとならないよう配慮すべきと考えます。 

   会場に入場する株主の人数の制限や入場できる株主の事前登録にあたっては，株

主平等の原則に反しないように留意し，併せて株主の議決権の行使や質問権の行使

を不当に制限することのないように留意しなければなりません。また，上記経済産

業省見解にもあるとおり，事前に周知しておくことが重要です。 

   なお，株主総会の議案ごとに定足数（会社法第 309条第２項，第 341条等）を欠

くことがないよう留意が必要です。 

   上記経済産業省見解において，「設定した会場に株主が出席していなくても，株

主総会を開催することは可能と考えます。」とされているのは，書面による議決権

の行使等によって議決権を行使する株主が存在することを前提としており，議決権
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を行使した株主が全くいなかった場合は，株主総会の決議は成立しないものと考え

ます。 

 

Ｑ11 新型コロナウイルス感染症に罹患している可能性のある株主に対し，株主総会の

会場への入場を制限することは可能ですか。 

 

Ａ11 可能であると考えます。 

   経済産業省から，下記の見解が示されています（前掲注７）。 

Ｑ４.発熱や咳などの症状を有する株主に対し，入場を断ることや退場を命じることは

可能ですか。 

（A)可能です。 

新型コロナウイルスの感染拡大防止に必要な対応をとるために，ウイルスの罹患が

疑われる株主の入場を制限することや退場を命じることも，可能と考えます。 

   株主総会の招集通知において，発熱や咳などの症状のある株主は来場を控える旨

及びこのような症状のある株主は入場を断る旨を明記することが望ましいと考え

ます。 

   また，株主総会の受付において検温をすることも考えられます。 

 

Ｑ12  新型コロナウイルス感染症の拡大の防止の観点から，株主総会の時間を短縮する

こと等は可能ですか。 

 

Ａ12 可能であると考えます。 

   経済産業省から，下記の見解が示されています（前掲注７）。 

Ｑ５.新型コロナウイルスの感染拡大防止に必要な対応をとるために，株主総会の時間

を短縮すること等は可能ですか。 

（A)可能です。 

新型コロナウイルスの感染拡大防止に必要な対応をとるために，やむを得ないと判

断される場合には，株主総会の運営等に際し合理的な措置を講じることも，可能と

考えます。 

 具体的には，株主が会場に滞在する時間を短縮するため，例年に比べて議事の時

間を短くすることや，株主総会後の交流会等を中止すること等が考えられます。 

 

Ｑ13 新型コロナウイルス感染症の拡大の防止の観点から，取締役が一人も参加しなか

ったとしても，定時株主総会は有効に開催することができますか。また，監査役に

ついてはどうですか。 

 

Ａ13 取締役が全員欠席した定時株主総会決議は，取り消し得べき瑕疵を帯びるとする
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見解があります⑧。定時株主総会において取締役は，計算書類及び事業報告を提出

し（会社法第 438 条１項），事業報告の内容を報告しなければなりません（同条第

３項）。また，取締役は，株主総会において株主に対する説明義務が定められてお

り（会社法第 314 条），これは，取締役の株主総会への出席義務を定めたものと解

されていることが理由です。 

   しかし，正当な事由がある場合にまでその義務を課すものではなく，取締役全体

としての株主に対する説明義務を果たすために十分な対応をできるような態勢を

とれば，欠席すること自体が善管注意義務に反するとはいえないと考えます。説明

義務等を果たすために，最低限の人数の取締役は出席することが望ましいといえる

でしょう。 

   監査役については，取締役と同じように株主に対する説明義務（会社法第 314条）

があり，監査役の全員が欠席した定時株主総会の決議は，取り消し得べき瑕疵を帯

びるとする見解（前掲注９）もあります。しかし，監査役が負っているのはあくま

でも株主に対する説明義務であり，株主からの質問に十分な対応をできるような態

勢をとることができれば，少なくとも，監査役全員が欠席すること自体が違法と評

価される可能性は少ないと考えます⑨。 

   なお，こうした疑義を避けるため，役員等については，テレビ会議システムを用

いた株主総会への出席を検討することも有用と言えます。詳細は，Ｑ14をご参照く

ださい。 

 

Ｑ14 取締役，監査役又は株主が，テレビ会議システムを用いて株主総会に参加するこ

とは可能ですか。 

 

Ａ14 可能であると考えます。 

   会社法は，取締役等の役員又は株主が，テレビ会議システム等によって株主総会

の開催場所から離れた場所から出席することを認めているものと解されます（会社

法施行規則第 72条第３項第１号参照）。この場合において，出席したと認められる

には，会場とテレビ会議システム等による出席者との間で，円滑に意思の疎通が図

れることが要件となるものと考えられます⑩。 

   役員や株主がテレビ会議システム等により参加した場合は，株主総会議事録にそ

の出席の方法を記載します（会社法施行規則第 72条第３項第１号）。これは，開催

                                                      
⑧ 倉橋雄作「新型コロナウイルス感染症と総会開催・運営方針の考え方」（旬刊商事法務 2227号，

2020）19-20頁 
⑨ 稲葉威雄＝筧康生＝宇佐見隆男＝永井紀昭＝柳田幸三＝吉戒修一編「【新訂版】実務相談株式会

社法２」（1992）767頁以下参照 
⑩ 取締役会について，相澤哲＝葉玉匡美＝郡谷大輔編著「論点解説新会社法」（商事法務，2006）

363頁 
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場所と出席者との間で情報伝達の双方向性と即時性が確保されている状況を基礎

づける事実の記載が必要である⑪と解されています。 

   具体的には，会場以外からの出席者ごとにテレビ会議システムなどの通信の方法

を記載し，「議長が会場以外からの出席者との間で相互に円滑に意思の疎通ができ

ることを確認した」旨を記載します。 

   なお，現実の株主総会の開催場所がなく，全ての参加者がインターネット等によ

って出席するいわゆるバーチャルオンリー型株主総会は，現行法では，認められな

いとの解釈が有力です⑫。 

 

Ｑ15 株主は，現実に株主総会に出席することなく書面又は電磁的方法によって議決権

を行使することができますか。また，この場合に，株主の株主総会への出席を一律

に禁止することができますか。 

 

Ａ15 会社は，株主に対して書面又は電磁的方法による議決権の行使を認めることがで

きます（会社法第 298条第１項第３号，第４号）。 

   一方で，書面等による議決権の行使を認めたとしても，株主の現実の出席を一律

に禁止することはできないものと考えます。上記Ａ10の経済産業省の見解は，来場

を控えることを要請し，その結果として来場する株主がいなかった場合を想定した

ものであり，当初から株主の来場を禁止することができる趣旨のものではないと考

えます。 

   また，書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合は，株主に対して，

株主総会参考書類及び議決権行使書面を交付しなければならず（会社法第 301条第

１項，302条第１項），中小企業においては一定の負担となることにも留意が必要で

す。 

   状況によっては，委任状の積極的な活用を検討することができます。 

 

Ｑ16 株主に対して委任状による議決権の行使を勧誘する場合に，特別な規制はありま

すか。 

 

Ａ16 上場企業においては，規制があります（金融商品取引法第 194条，同施行令第 36

条の２，上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令）。 

   上場企業を除いては，特別な規制はありません。もちろん，株主に対する利益供

与の禁止（会社法第 970条）や贈収賄の禁止（会社法第 968条第１項第１号）など，

一般的な規制はあります。 

                                                      
⑪ 相澤哲＝葉玉匡美＝郡谷大輔編著「論点解説新会社法」（商事法務，2006）472頁 
⑫ 経済産業省「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実践ガイド」（2020）４頁参照 
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   下記は，一般的な委任状の例です。参考としてください。 
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Ｑ17 株主総会を開催することなく，適法に定時株主総会を開催したのと同様の効果を

生じさせる方法はありますか。 

 

Ａ17 株主全員の書面又は電磁的記録による同意を得ることにより，定時株主総会の決

議及び定時株主総会への報告があったものとみなすことができます。 

   まず，取締役が議決権を行使することができる全ての株主に対して，計算書類及

び事業報告（監査役が存在する場合はこれに加えて監査報告⑬）を通知し，これに

対して，全ての株主が，書面又は電磁的記録によって，①計算書類の承認について

の同意，②事業報告（監査役が存在し定時株主総会において監査報告を行わなけれ

ばならない場合はこれに加えて監査報告）をすることを要しないことについての同

意をすれば，定時株主総会の承認及び定時株主総会への報告があったものとみなさ

れます（会社法第 319条，同第 320条）。 

これによって，適法に定時株主総会を開催したのと同様の効果を生じさせること

ができます。 

   役員の選任や剰余金の配当に関する決議をしたいときは，これらの議案について

も同意が必要です。 

 

Ｑ18 政府の緊急事態宣言や都道府県知事の緊急事態措置の実施を踏まえ，株主総会開

催場所への来場者を最低限に抑えた株主総会運営を行う場合，どのような方法が考

えられますか。 

 

Ａ18 会社の状況，役員構成，株主構成や上場しているかどうか等の条件によって異な

りますが，上場していない会社において，定款で定めた時期に株主総会を開催する

場合，次のような運営上のポイントがあげられます。なお，クラスターの防止措置

や来場株主，出席役員，スタッフの安全を確保する措置にも考慮が必要と考えられ

ます。 

 １．株主総会の開催場所は必ず定める（会社法第 298条第１項第１号）。 

   実際に開催する株主総会の場所がなく，バーチャル空間のみで行う方式での株主

総会，いわゆるバーチャルオンリー型の株主総会については，現行の会社法下にお

いては解釈上難しい面があるとの見解が示されています⑭。したがって，物理的な

開催場所を定める必要があります。 

 

 ２．招集通知の記載事項 

   通常の法定記載事項に加え，任意的な記載事項として，来場自粛要請（Ｑ９参照），

                                                      
⑬ Ａ17では，会計監査人設置会社を想定しません。 
⑭ 第 197回国会 法務委員会 第２号（平成 30年 11月 13日）小野瀬厚政府参考人（法務省民事

局長（当時）発言 
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出席についての事前登録制（Ｑ10 参照），入場制限（Ｑ11 参照），時間短縮の方針

（Ｑ12参照），規模縮小，来場時のマスク着用要請などの措置をとる場合には，あ

らかじめ株主に案内しておくことで当日の運営が円滑になると思われます。 

なお，電話やインターネット等の手段での出席を可能とする場合には，その具体

的な出席方法や議決権行使の方法等も記載する必要があると考えられます⑮。 

 

 ３．役員の出席 

   最低限として，取締役１名が出席することが考えられます（Ｑ13参照）。出席方

法は，物理的な開催場所，電話やインターネット等の手段のいずれの方法でも構い

ませんが，最低１名の取締役は，物理的な開催場所に出席する必要があると考えら

れます。 

 

 ４．株主の出席 

   株主総会決議事項に応じた定足数に足りる出席株主が必要となります。物理的な

開催場所，電話やインターネット等の手段のいずれの出席方法でも構いません。来

場自粛要請を行う場合には，株主総会の招集に際し，委任状勧誘を行い（Ｑ16 参

照），最小限の株主の出席とすることが考えられます。なお，議決権行使の委任を

受けた受任者が議決権を行使するには，物理的な開催場所，電話やインターネット

等の手段のいずれかの方法で出席する必要があります。 

 

Ｑ19 一般社団法人の定時社員総会や一般財団法人の定時評議員会を，新型コロナウイ

ルス感染症の拡大防止の観点から，今年度だけは中止又は延期とすることは可能で

しょうか。 

 

Ａ19 一般社団法人の定時社員総会と一般財団法人の定時評議員会（以下「定時社員総

会等」という。）については，一般社団法人及び一般財団法人に関する法律により，

毎事業年度終了後の一定の時期に招集しなければならない（同法第 36 条第 1 項，

第 179条第 1項）とされていますので，定時社員総会等を中止することはできませ

ん。 

   通常，一般社団法人及び一般財団法人は，定款で定時社員総会等の開催時期に関

する規定を設けていますので，一般社団法人においては書面又は電磁的方法による

議決権の行使（Ｑ15 参照）や，委任状による議決権の行使の勧誘（Ｑ16 参照）を

したり，みなし社員総会決議（Ｑ17参照）によることにしたりする等の方法により，

定時社員総会を行うことが考えられます。また，株主総会と同様にＱ９～Ｑ12及び

Ｑ14の措置を取ることも可能であると考えられます。 

                                                      
⑮経済産業省「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実践ガイド」（2020）25 頁参照 
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   一般財団法人においては，みなし評議員会決議（Ｑ17 参照），Web 会議又はテレ

ビ会議の方法により定時評議員会を行うことが考えられます。 

以上の方法によっても，定款で定める期間内に定時社員総会等の開催が難しい場

合には，定時社員総会等の延期をせざるを得ないですが，その場合であっても，法

務省の発表した「定時株主総会の開催について」の見解（Ｑ１参照）により，その

状況が解消された後合理的な期間内に定時社員総会等を開催すれば，定款の規定に

違反しないものと考えられます。 

 

Ｑ20 公益法人において定時社員総会等を延期する場合，特別に注意することはあるで

しょうか。 

 

Ａ20 公益法人は，公益活動を行う社団法人と財団法人として行政庁の認定を受けた法

人です。公益法人は，認定を受けた後も公益性とガバナンスについて行政庁の監督

を受けることになっているため，定時社員総会等を定款の定める期間内に開催しな

かったり，事業計画書，収支予算書，財産目録等を定められた期間内に行政庁へ提

出しなかったりした場合には，行政庁から処分を受け，さらには公益認定を取り消

される場合があります。 

しかし，今般の新型コロナウイルス感染症の影響等やむを得ない事情で定時社員

総会等を延期する場合には，その状況が解消された後合理的な期間内に定時社員総

会等を開催すれば，行政庁はその状況を斟酌した上で対応するとされております。 

   また，事業計画書，収支予算書，財産目録等の行政庁への提出が，公益認定法⑯

第 22 条第１項で定められた時期よりも遅れることになった場合でも，それが新型

コロナウイルス感染症の影響等やむを得ない事情である場合には，行政庁はその状

況を斟酌した上で対応するとされております⑰。 

従って，状況が改善すれば合理的な期間内に定時社員総会等を開催し，事業計画

書等を行政庁に提出すれば問題ないと考えられます。しかし，長期間にわたり状況

が改善しない場合には，行政庁と相談の上，適切な対応を取ることになると考えら

れます。 

 

Ｑ21 社会福祉法人の定時評議員会について，新型コロナウイルス感染症の感染拡大防

止の観点から，中止又は延期とすることは可能でしょうか。 

 

Ａ21 社会福祉法人については，定時評議員会を毎会計年度の終了後一定の時期に招集

しなければならない（社会福祉法第 45 条の９第１項）とされていますので，定時

                                                      
⑯ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律をいいます。 
⑰ 内閣府公益認定委員会だより第 93号（令和２年３月 27日発行）「新型コロナウィルス感染症の

拡大に伴う公益法人の運営に関するお知らせ」 



16 

 

評議員会を中止することはできません。 

   社会福祉法人の定時評議員会を開催するにあたり，取り得る措置等及び延期した

場合については，一般財団法人に関するものとほぼ同じですので，Ｑ19を参照くだ

さい。 

 

Ｑ22 社会福祉法人の計算書類や事業報告書等の作成が期限内にできない場合や，定時

評議員会での承認等ができない場合にはどうしたらよいでしょうか。 

 

Ａ22 社会福祉法人は，毎会計年度終了後３か月以内に計算書類及び事業報告を作成し

（社会福祉法第 45 条の 27 第２項），それぞれ定時評議員会に提供し，計算書類に

ついてはその承認を，事業報告については報告をしなければなりません（社会福祉

法第 45条の 30第２項，第３項）。 

   また，毎会計年度終了後３か月以内に計算書類や事業報告等を所轄庁に届け出な

ければなりません（社会福祉法第 59条）。 

しかし，厚生労働省から所轄庁に発出された事務連絡⑱によると，新型コロナウイ

ルス感染症の影響により，決算処理や定時評議員会の開催に支障が生じている場合

には，支障がなくなり次第，可能な限り速やかに履行することともに，所轄庁が当

該法人の指導監査を行うにあたっては，柔軟に対応すること，とされています。 

したがって，社会福祉法人は支障がなくなり次第，速やかに決算処理や定時評議

員会を開催すれば問題ないと考えられます。しかし，長期間にわたり支障がなくな

らない場合には，所轄庁と相談の上，適切な対応を取ることになると考えられます。 

 

Ｑ23 医療法人の定時社員総会や定時評議員会（以下「定時社員総会等」という。）につ

いて，新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から，中止又は延期とする

ことは可能でしょうか。 

 

Ａ23 医療法人については，定時社員総会等を少なくとも毎年１回開かなければならな

い（医療法第 46条の３の２第２項，第 46条の４の３第１項）とされていますので，

定時社員総会等を中止することはできません。 

   医療法人の定時社員総会等を開催するにあたり，取り得る措置等及び延期した場

合については，一般社団法人及び一般財団法人に関するものとほぼ同じですので，

Ｑ19を参照ください。ただし，医療法人においては定時社員総会等の決議の省略に

ついては規定がないため，みなし決議を行うことはできません。 

 

                                                      
⑱令和２年４月 14日付事務連絡「新型コロナウィルス感染症の発生に伴う社会福祉法人の運営に関

する取扱いについて（その２）」 
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Ｑ24 医療法人の事業報告書等の作成や定時社員総会等への提出等が，法律で定める期

限内にできない場合にはどうしたらよいでしょうか。 

 

Ａ24 医療法人は，毎事業年度終了後２か月以内に，事業報告書等を作成し（医療法第

51条第１項），定時社員総会等に提出し，貸借対照表及び損益計算書についてはそ

の承認を，それらを除く事業報告等については報告しなければなりません（医療法

第 51条の２第３項，第４項，第５項）。 

しかし，厚生労働省から各都道府県に発出された事務連絡⑲によると，新型コロナ

ウイルス感染症の影響により，決算処理や定時社員総会等の開催に支障が生じてい

る場合には，支障がなくなり次第，可能な限り速やかに履行すること，また，管轄

の都道府県はその状況を把握し，必要に応じて，最新の状況や履行の目途等につい

て確認を行うこと，とされております。 

したがって，医療法人は支障がなくなり次第，速やかに決算処理や定時社員総会

等を開催すれば問題ないと考えられます。しかし，長期間にわたり支障がなくなら

ない場合には，管轄の都道府県と相談の上，適切な対応を取ることになると考えら

れます。 

 

Ｑ25 ＮＰＯ法人の通常社員総会について，新型コロナウイルス感染症の影響に鑑み，

中止又は延期とすることは可能でしょうか。 

 

Ａ25 ＮＰＯ法人については，通常社員総会を少なくとも毎年１回開かなければならな

い（特定非営利活動促進法第 14 条の２）とされていますので，通常社員総会を中

止することはできません。 

   ＮＰＯ法人の通常社員総会を開催するにあたり取り得る措置等及び延期した場

合については，一般社団法人及び一般財団法人に関するものと同様になりますので，

Ｑ19を参照ください。 

 

Ｑ26 ＮＰＯ法人の事業報告書等の行政庁への提出が，法律で定める期限内にできない

場合にはどうしたらよいでしょうか。 

 

Ａ26 ＮＰＯ法人は，都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより，毎事業年度

１回，事業報告書等を所轄庁に提出しなければなりません（特定非営利活動促進法

第 29条）。 

しかし，内閣府は，所轄庁に対し，令和２年６月末日までに提出期限が到来した

                                                      
⑲令和２年４月 24日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う医療法等における期限の

定めのある規定の取扱いについて」 
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事業報告書等について，提出が遅延した場合であっても，令和２年９月末までを目

安に督促等を行わないことを含めた柔軟な対応を依頼したようです⑳。 

したがって，事業計画書等の提出が遅延しそうなＮＰＯ法人は，所轄庁に相談の

上，適切な対応を取ることになると考えられます。 

 

以上 

                                                      
⑳内閣府ＮＰＯホームページ「新型コロナウィルス感染拡大に係るＮＰＯ法Ｑ＆Ａ」 

https://www.npo-homepage.go.jp/news/coronavirus/coronavirus-qa#qa_02 

 

https://www.npo-homepage.go.jp/news/coronavirus/coronavirus-qa#qa_02



