会社法施行規則等の一部を改正する省令
（会社法施行規則の一部改正）

第一条 会社法施行規則（平成十八年法務省令第十二号）の一部を次のように改正する。

次の第一表及び第二表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次

対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄

に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定（以下この条において「対象規定」という。）は

、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異な

るものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規

定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定及び

改

正

後
目次

改

正

前

二重傍線を付した見出しで改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
第一表

目次

第一章

［同上］

第一編 総則

［略］

子会 社等及び親会社等 （第三条―第四

第一編 総則
第一章
第二章

条）
第二編 株式会社

機関

［第一章～第三章
第四章

第九節

同上］

条・第百十二条）

指 名委員会等及び執 行役（第百十一

［第四節～第八節の二

第三節 取締役（第九十八条）

［第一節・第二節 同上］

同上］

子会 社等及び親会社等 （第三条―第四

略］

第二章
条の二）
第二編 株式会社

機関

［第一章～第三章
第四章

取 締役（第九十八条 ―第九十八条の

［第一節・第二節 略］
第三節
五）

指 名委員会等及び執 行役（第百十一

［第四節～第八節の二 略］
第九節

条―第百十二条）

第十節

役 員等の損害賠償責 任（第百十三条

役員等のために締 結される保険契

―第百十五条）
第十一節

略］

約（第百十五条の二）
［第五章～第八章

第十節

役 員等の損害賠償責 任（第百十三条

同上］

―第百十五条）

［第五章～第八章
第三編 ［同上］

［同上］

第三編 ［略］

第一章

第四編 社債

［略］

社債 管理者（第百六十 九条―第百七十

第四編 社債
第一章

第二章

第五編

組織変 更、合併、会社分 割、株式交換及

［同上］

一条）

社債 管理者等（第百六 十九条―第百七
十一条の二）
［略］
組織変 更、合併、会社分 割、株式交換、

び株式移転

第三章

第二章

第三章
第五編

株式移転及び株式交付

第一章

［略］
株式交付子会社の 株式の譲渡しの
申込み（第百七十九条の二・第百
七十九条の三）
組織 変更をする株式会 社の手続（第百

第一章の二

第二章
八十条・第百八十一条）
略］

第二章

第一章

組織 変更をする株式会 社の手続（第百

［同上］

同上］

八十条・第百八十一条）
［第三章～第五章

株式会社及び株式移転設立完全親会社

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

の手続（第二百十一条―第二百十三条

第六章

の手続（第二百十一条―第二百十三条

）

株式 交付親会社の手続 （第二百十三条

）

新設 合併設立株式会社 、新設分割設立

［第三章～第五章
第六章

第七章

の二―第二百十三条の十）

［第六編・第七編
附則

略］

附則
（定義）

［第六編・第七編

（定義）

同上］

等設 置会社」、 「種類 株式発行会 社」、 「種類株

社」 、「監査等 委員会 設置会社」 、「指 名委員会

」、 「監査役会 設置会 社」、「会 計監査 人設置会

社」 、「会計参 与設置 会社」、「 監査役 設置会社

「親 会社等」、 「公開 会社」、「 取締役 会設置会

」、「子会社」、「子会社等」、「親会社」、

主総会」、「社外取締役」、「社外監査役」、

等設 置会社」、 「種類 株式発行会 社」、 「種類株

社」 、「監査等 委員会 設置会社」 、「指 名委員会

」、 「監査役会 設置会 社」、「会 計監査 人設置会

社」 、「会計参 与設置 会社」、「 監査役 設置会社

「親 会社等」、 「公開 会社」、「 取締役 会設置会

」、「子会社」、「子会社等」、「親会社」、

この省令 において、「会社 」、「外国会社

主総会」、「社外取締役」、「社外監査役」、

「譲 渡制限株式 」、「 取得条項付 株式」 、「単元

この省令 において、「会社 」、「外国会社 第二条

「譲 渡制限株式 」、「 取得条項付 株式」 、「単元

株式 数」、「新 株予約 権」、「新 株予約 権付社債

第二条

株式 数」、「新 株予約 権」、「新 株予約 権付社債

産、 組織変更、 吸収合 併、新設合 併、吸 収分割、

、新 株予約権、 新株予 約権付社債 、社債 、配当財

役、 譲渡制限株 式、取 得条項付株 式、単 元株式数

発行 会社、種類 株主総 会、社外取 締役、 社外監査

員会 設置会社、 指名委 員会等設置 会社、 種類株式

査役 会設置会社 、会計 監査人設置 会社、 監査等委

置会 社、会計参 与設置 会社、監査 役設置 会社、監

社等 、親会社、 親会社 等、公開会 社、取 締役会設

第二 条に規定す る会社 、外国会社 、子会 社、子会

「株 式交付」又 は「電 子公告」と は、そ れぞれ法

「新設分割」、「株式交換」、「株式移転」、

「吸収合併」、「新設合併」、「吸収分割」、

」、「社債」、「配当財産」、「組織変更」、

収合 併、新設合 併、吸 収分割、新 設分割 、株式交

株予 約権付社債 、社債 、配当財産 、組織 変更、吸

、取 得条項付株 式、単 元株式数、 新株予 約権、新

主総 会、社外取 締役、 社外監査役 、譲渡 制限株式

名委 員会等設置 会社、 種類株式発 行会社 、種類株

会計 監査人設置 会社、 監査等委員 会設置 会社、指

設置 会社、監査 役設置 会社、監査 役会設 置会社、

会社 等、公開会 社、取 締役会設置 会社、 会計参与

会社 、外国会社 、子会 社、子会社 等、親 会社、親

「電 子公告」と は、そ れぞれ法第 二条に 規定する

「新 設分割」、 「株式 交換」、「 株式移 転」又は

「吸収合併」、「新設合併」、「吸収分割」、

」、「社債」、「配当財産」、「組織変更」、

新設 分割、株式 交換、 株式移転、 株式交 付又は電

この省令にお いて、次の各号に 掲げる用語の意

換、株式移転又は電子公告をいう。

この省令にお いて、次の各号に 掲げる用語の意 ２

子公告をいう。
２

義は、当該各号に定めるところによる。

［号を加える。］

義は、当該各号に定めるところによる。

法第四百四条 第二項第一号に

［一～六十三 同上］

執行役 等

［一～六十三 略］
六十四

［号を加える。］

六十四 ［同上］
法第四百三十 条の二第一項に

［号を加える。］

規定する執行役等をいう。

補償契 約

六十五 ［略］
六十六

法第四百三十

役員等 賠償責任保険契約

規定する補償契約をいう。
六十七

条 の三第一 項に規定 する役員 等賠償責 任保険 契
約をいう。

八十 ［略］

七十九 ［略］

七十八 ［略］

七十七 ［略］

七十六 ［略］

七十五 ［略］

七十四 ［略］

七十三 ［略］

七十二 ［略］

七十一 ［略］

七十 ［略］

六十九 ［略］

六十八 ［略］

七十七 ［同上］

七十六 ［同上］

七十五 ［同上］

七十四 ［同上］

七十三 ［同上］

七十二 ［同上］

七十一 ［同上］

七十 ［同上］

六十九 ［同上］

六十八 ［同上］

六十七 ［同上］

六十六 ［同上］

六十五 ［同上］

九十三 ［略］

九十二 ［略］

九十一 ［略］

九十 ［略］

八十九 ［略］

八十八 ［略］

八十七 ［略］

八十六 ［略］

八十五 ［略］

八十四 ［略］

八十三 ［略］

八十二 ［略］

八十一 ［略］

九十 ［同上］

八十九 ［同上］

八十八 ［同上］

八十七 ［同上］

八十六 ［同上］

八十五 ［同上］

八十四 ［同上］

八十三 ［同上］

八十二 ［同上］

八十一 ［同上］

八十 ［同上］

七十九 ［同上］

七十八 ［同上］

百五 ［略］

百四 ［略］

百三 ［略］

百二 ［略］

百一 ［略］

百

［略］

九十九 ［略］

九十八 ［略］

九十七 ［略］

九十六 ［略］

九十五 ［略］

九十四 ［略］

百三 ［同上］

百二 ［同上］

百一 ［同上］

百

九十九 ［同上］

九十八 ［同上］

九十七 ［同上］

九十六 ［同上］

九十五 ［同上］

九十四 ［同上］

九十三 ［同上］

九十二 ［同上］

九十一 ［同上］

［同上］

百六 ［略］

百十一 ［略］

百十 ［略］

百九 ［略］

百八 ［略］

百七 ［略］

百九 ［同上］

百八 ［同上］

百七 ［同上］

百六 ［同上］

百五 ［同上］

百四 ［同上］

法第七 百七十四条の三

［号を加える。］

［号を加える。］

百十二 ［略］

法第七 百七十四条の三

百十 ［同上］

株式交 付親会社

百十三 ［略］
百十四

株式交 付子会社

第一項第一号に規定する株式交付親会社をい
う。
百十五

第一項第一号に規定する株式交付子会社をい
う。

百十七 ［略］

百十六 ［略］

百十二 ［同上］

百十一 ［同上］

百十六 ［同上］

百十三 ［同上］

［略］

百十七 ［同上］

百十八 ［略］

百二十一
［略］

百十八 ［同上］

百十四 ［同上］

百二十二
［略］

百十九 ［同上］

百十九 ［略］

百二十三
［略］

百二十 ［同上］

百十五 ［同上］

百二十四
［略］

百二十 ［略］

百二十五

百二十一

［同上］

［略］

この省令にお いて、次の各号に 掲げる用語の意

義は、当該各号に定めるところによる。

この省令にお いて、次の各号に 掲げる用語の意 ３

百二十六
３

義は、当該各号に定めるところによる。

［一～四

略］

社外役員

会社役員のうち、 次のいずれにも

会社役員のうち、 次のいずれにも

同上］

社外役員

［一～四
五

該当するものをいう。

五
該当するものをいう。

当該会社 役員が次のいずれ かの要件に該当

当該会社役員が社外取締役であることに

すること。

ロ

イ ［同上］

当該会社 役員が次のいずれ かの要件に該当

イ ［略］
ロ
すること。
［号の細分を削る。］

(ⅱ)

明

(ⅰ)

第七十四条の二第一項の理由の株主総

法第三百二十七条の二の規定による説

ること。

い るこ と又 は要 しな いこ とと する 予定 があ

よ り次 に掲 げる 行為 を要 しな いこ とと して

(1)

六

会参考書類への記載

第百二十四条第二項の理由の事業報告
への記載又は記録

、 第三 百七 十三 条第 一項 第二 号、 第三 百九

当該会社役員が法第三百三十一条第六項

第 三百 三十 一条 第六 項、 第三 百七 十三 条第

十 九条 の十 三第 五項 又は 第四 百条 第三 項の

当該会社役員が法第三百二十七条の二、

一 項第 二号 、第 三百 九十 九条 の十 三第 五項

業務執行 取締役、執行役そ の他の法人等の
業務を執行する役員

イ

業務執行者 次に掲げる者をいう。

［同上］

［同上］

社外取締役であること。

六

又 は第 四百 条第 三項 の社 外取 締役 であ るこ
と。
［略］
［略］

業務執行者 次に掲げる者をいう。
業務執行 取締役、執行役そ の他の法人等の

業 務を執 行す る役員 （法第 三百 四十八 条の 二

イ

(ⅲ)
(2)
(4)

(3)

(1)
(2)
(3)

第 一項及 び第 二項の 規定に よる 委託を 受け た

略］

社外取締役を除く。）
［ロ・ハ
次に掲げ るいずれにも該

社外取締役 候補者

［ロ・ハ 同上］
七

次に掲げ るいずれにも該
当する候補者をいう。

社外取締役 候補者

当する候補者をいう。

イ ［同上］

七

イ ［略］

ロ 次のいずれかの要件に該当すること。

当該候補者を社外取締役であるものとし

ロ 次のいずれかの要件に該当すること。
［号の細分を削る。］

(ⅱ)

法第三百二十七条の二の規定による

第七十四条の二第一項の理由の株主

説明

(ⅰ)

いこととする予定があること。

て 置く こと によ り次 に掲 げる 行為 を要 しな

(1)

総会参考書類への記載

第百二十四条第二項の理由の事業報

告への記載又は記録

三 百三 十一 条第 六項 、第 三百 七十 三条 第一

九 条の 十三 第五 項又 は第 四百 条第 三項 の社

第 三百 七十 三条 第一 項第 二号 、第 三百 九十

当該候補者を法第三百三十一条第六項、

項 第二 号、 第三 百九 十九 条の 十三 第五 項又

外取締役であるものとする予定があるこ

当該候補者を法第三百二十七条の二、第

は 第四 百条 第三 項の 社外 取締 役で ある もの

と。
［同上］
［八～十三 同上］
新株予約 権等

新株予約権 その他当該法人

とする予定があること。

略］

［略］

［八～十三

十四

等 に対して 行使する ことによ り当該法 人等の 株

新株予約権 その他当該法人

等 に対して 行使する ことによ り当該法 人等の 株

式 その他の 持分の交 付を受け ることが できる 権

新株予約 権等

式 その他の 持分の交 付を受け ることが できる 権

十四

(ⅲ)
(2)
(3)

(1)
(2)

利 （株式引 受権（会 社計算規 則第二条 第三項 第
三 十四号に 規定する 株式引受 権をいう 。以下 同
じ。）を除く。）をいう。

関連会社

会社計算規則（ 平成十八年法務

［十五～十九 略］
二十

利をいう。

関連会社

会社計算規則（ 平成十八年法務

［十五～十九 同上］
二十

連結配 当規制適用会社

会社計算規則第

省 令第十三 号）第二 条第三項 第十八号 に規定 す

二十一

省 令第十三 号）第二 条第三項 第二十一 号に規 定

会社計算規則第

る関連会社をいう。

連結配 当規制適用会社

する関連会社をいう。
二十一

二 条第三項 第五十一 号に規定 する連結 配当規 制

同上］

二 条第三項 第五十五 号に規定 する連結 配当規 制

［二十二・二十三

適用会社をいう。
略］

適用会社をいう。
［二十二・二十三

法第二条第三十二号の二に規定する法 ［条を加える。］

（株式交付子会社）
第四条の二

務省 令で定める ものは 、同条第三 号に規 定する会
社が 他の会社等 の財務 及び事業の 方針の 決定を支
配し ている場合 （第三 条第三項第 一号に 掲げる場

株式会社

合に限る。）における当該他の会社等とする。
第二編
（子会社による親会社株式の取得）

第二編

株式会社

法第 百三十五条第二項 第五号に規定す

（子会社による親会社株式の取得）

法第 百三十五条第二項 第五号に規定す 第二十三条

る法 務省令で定 める場 合は、次に 掲げる 場合とす

第二十三条

る法 務省令で定 める場 合は、次に 掲げる 場合とす

る。
同上］
［号を加える。］

［一～三

る。
略］

他の法人等 が行う株式交付（ 法以外の法令に

［一～三
四

基 づく株式 交付に相 当する行 為を含む 。）に 際
して親会社株式の割当てを受ける場合

十三 ［略］

十二 ［略］

十一 ［略］

十

九

八

七

六

五

［略］

［略］

［略］

［略］

［略］

［略］

十三 ［同上］

十二 ［同上］

十一 ［同上］

十

九

八

七

六

五

四

［同上］

［同上］

［同上］

［同上］

［同上］

［同上］

［同上］

同上］

十四 ［略］

［１・２

第一項に規定 する「基準純資産 額」とは、算定

第二十五条

（一株当たり純資産額）
略］

（一株当たり純資産額）
［１・２

第一項に規定 する「基準純資産 額」とは、算定 ３

第二十五条
３

（零未満である場合にあっては、零）をいう。

の合計額から第八号に掲げる額を減じて得た額

基準 日における 第一号 から第七号 までに 掲げる額

（零未満である場合にあっては、零）をいう。

の合計額から第七号に掲げる額を減じて得た額

基準 日における 第一号 から第六号 までに 掲げる額

［号を加える。］

同上］

［同上］

［一～五

株式引受権の帳簿価額

六

［同上］

略］

六
［略］

七

［一～五

七
［略］

第二項及び第 三項に規定する「 算定基準日」と

［４・５ 同上］

八
［４・５ 略］

第二項及び第 三項に規定する「 算定基準日」と ６

は、 次の各号に 掲げる 規定に規定 する一 株当たり

６

は、 次の各号に 掲げる 規定に規定 する一 株当たり

純資 産額を算定 する場 合における 当該各 号に定め

同上］

純資 産額を算定 する場 合における 当該各 号に定め

［一～九

る日をいう。
略］

る日をいう。
［一～九

十

法第八百十 六条の四第一項第 一号イ

株式交

付 計画を作 成した日 （当該株 式交付計 画によ り
当 該株式交 付計画を 作成した 日と異な る時（ 当
該 株式交付 計画を作 成した日 後から当 該株式 交
付の効力が生ずる時の直前までの間の時に限
る。）を定めた場合にあっては、当該時）

［号を加える。］

十

［同上］

十一 ［略］

（自己の株式を取得することができる場合）

法第 百五十五条第十三 号に規定する法

同上］

当該株式会 社が法第百十六条 第五項、第百八

十 二条の四 第四項、 第四百六 十九条第 五項、 第

五

［一～四

務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

法第 百五十五条第十三 号に規定する法 第二十七条

（自己の株式を取得することができる場合）
第二十七条

務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
略］

当該株式会 社が法第百十六条 第五項、第百八

［一～四
五

十 二条の四 第四項、 第四百六 十九条第 五項、 第

買 取請求に 応じて当 該株式会 社の株式 を取得 す

お いて準用 する場合 を含む。 ）に規定 する株 式

（ これらの 規定を株 式会社に ついて他 の法令 に

第 八百六条 第五項又 は第八百 十六条の 六第五 項

七 百八十五 条第五項 、第七百 九十七条 第五項 、

式会社の株式を取得する場合

む 。）に規 定する株 式買取請 求に応じ て当該 株

について他の法令において準用する場合を含

は 第八百六 条第五項 （これら の規定を 株式会 社

七 百八十五 条第五項 、第七百 九十七条 第五項 又

る場合
［六～八

同上］

［六～八

（全部取得条項 付種類株式の取得 に関する事前開

略］

（全部取得条項 付種類株式の取得 に関する事前開

示事項）
第三十三条の二 ［同上］

示事項）
第三十三条の二 ［略］

前項第一号に 規定する「取得対 価の相当性に関

する 事項」とは 、次に 掲げる事項 その他 の法第百

前項第一号に 規定する「取得対 価の相当性に関 ２
する 事項」とは 、次に 掲げる事項 その他 の法第百

七十 一条第一項 第一号 及び第二号 に掲げ る事項に

２

七十 一条第一項 第一号 及び第二号 に掲げ る事項に

つい ての定め（ 当該定 めがない場 合にあ っては、

当該 定めがない こと） の相当性に 関する 事項とす

つい ての定め（ 当該定 めがない場 合にあ っては、

法第二百三 十四条の規定によ り一に満たない

同上］

当該 定めがない こと） の相当性に 関する 事項とす

四

［一～三

る。
略］

る。
［一～三
法第二百三 十四条の規定によ り一に満たない

端 数の処理 をするこ とが見込 まれる場 合にお け

四

端 数の処理 をするこ とが見込 まれる場 合にお け

［号の細分を加える。］

び当該額の相当性に関する事項

り 株主に交 付するこ とが見込 まれる金 銭の額 及

る 当該処理 の方法に 関する事 項、当該 処理に よ

次に掲げ る事項その他の当 該処理の方法に

る次に掲げる事項

イ
関する事項

法第二百三十四条第一項又は第二項のい
ず れの 規定 によ る処 理を 予定 して いる かの

(1)

別及びその理由
法第二百三十四条第一項の規定による処

締役会。

及び

に お い て 同 じ 。） の判

(4)

する取締役の判断及びその理由を含む。）

に 交付 する 時期 の見 込み （当 該見 込み に関

る 時期 及び 売却 によ り得 られ た代 金を 株主

限 る。 ）を 予定 して いる 場合 には 、売 却す

処 理（ 市場 にお いて 行う 取引 によ る売 却に

法第二百三十四条第二項の規定による

断及びその理由を含む。）

(3)

取 締役 （取 締役 会設 置会 社に あっ ては 、取

を する 時期 の見 込み （当 該見 込み に関 する

理 を予 定し てい る場 合に は、 競売 の申 立て

(2)
(3)

法第二百三十四条第二項の規定による

処 理（ 市場 にお いて 行う 取引 によ る売 却を
除 く。 ）を 予定 して いる 場合 には 、売 却に
係 る株 式を 買い 取る 者と なる と見 込ま れる
者 の氏 名又 は名 称、 当該 者が 売却 に係 る代
金 の支 払の ため の資 金を 確保 する 方法 及び
当 該方 法の 相当 性並 びに 売却 する 時期 及び
売 却に より 得ら れた 代金 を株 主に 交付 する
時 期の 見込 み（ 当該 見込 みに 関す る取 締役
の判断及びその理由を含む。）
当該処理 により株主に交付 することが見込

事項

ま れる金 銭の 額及び 当該額 の相 当性に 関す る

ロ

(4)

［号の細分を加える。］

に準 ずる事項（ 法第百 七十一条の 二第一 項に規定

の区 分に応じ、 当該各 号に定める 事項そ の他これ

考と なるべき事 項」と は、次の各 号に掲 げる場合

する 書面又は電 磁的記 録にこれら の事項 の全部又

に準 ずる事項（ 法第百 七十一条の 二第一 項に規定

の区 分に応じ、 当該各 号に定める 事項そ の他これ

考と なるべき事 項」と は、次の各 号に掲 げる場合

第一項第二号 に規定する「取得 対価について参

する 書面又は電 磁的記 録にこれら の事項 の全部又

は一 部の記載又 は記録 をしないこ とにつ き全部取

第一項第二号 に規定する「取得 対価について参 ３

は一 部の記載又 は記録 をしないこ とにつ き全部取

得条 項付種類株 式を取 得する株式 会社の 総株主の

３

得条 項付種類株 式を取 得する株式 会社の 総株主の

同意 がある場合 にあっ ては、当該 同意が あったも

［同上］

同意 がある場合 にあっ ては、当該 同意が あったも

一

取得対価の 全部又は一部が法 人等の株式、持

のを除く。）とする。

［略］

二

のを除く。）とする。
一

取得対価の 全部又は一部が法 人等の株式、持

株式を除く。）である場合

次に掲げる事項

分 その他こ れらに準 ずるもの （当該株 式会社 の

二

次に掲げる事項

分 その他こ れらに準 ずるもの （当該株 式会社 の
株式を除く。）である場合

る 場合にあ っては、 当該事項 （氏名又 は名称 を

（ 当該事項 が日本語 以外の言 語で表示 されて い

る 場合にあ っては、 当該事項 （氏名又 は名称 を

（ 当該事項 が日本語 以外の言 語で表示 されて い

［イ～ニ 同上］

除く。）を日本語で表示した事項）

略］

除く。）を日本語で表示した事項）
［イ～ニ

産 契約の 登記 に関す る法律 （明 治三十 一年 法

国 会社の 登記 又は外 国法人 の登 記及び 夫婦 財

合 にあっ ては 、法第 九百三 十三 条第一 項の 外

国 の法令 に準 拠して 設立さ れた もので ある 場

律第十四号）第二条の外国法人の登記に限

産 契約の 登記 に関す る法律 （明 治三十 一年 法

国 会社の 登記 又は外 国法人 の登 記及び 夫婦 財

合 にあっ ては 、法第 九百三 十三 条第一 項の 外

国 の法令 に準 拠して 設立さ れた もので ある 場

当該法人 等について登記（ 当該法人等が外

律第十四号）第二条の外国法人の登記に限

る 。）が され ていな いとき は、 次に掲 げる 事

ホ

る 。）が され ていな いとき は、 次に掲 げる 事

項

当該法人 等について登記（ 当該法人等が外

項

⑴ ［同上］

ホ

⑴ ［略］

⑵

当該法 人等の役員（⑴の 者を除く。）の

氏名又は名称
略］
略］

［ヘ～ヌ

［略］

［三～五
４
（株式の併合に関する事前開示事項）

⑵ 当該法人等の役員（⑴に掲げる者を除く
。）の氏名又は名称
［ヘ～ヌ 同上］
同上］
［同上］

［三～五
４

（株式の併合に関する事前開示事項）

法第百八十二条の 二第一項に規定

する 法務省令で 定める 事項は、次 に掲げ る事項と

法第百八十二条の 二第一項に規定 第三十三条の九

する 法務省令で 定める 事項は、次 に掲げ る事項と

する。

第三十三条の九

する。

次に掲げる 事項その他の法第 百八十条第二項

第 一号及び 第三号に 掲げる事 項につい ての定 め

一

第 一号及び 第三号に 掲げる事 項につい ての定 め

の相当性に関する事項

次に掲げる 事項その他の法第 百八十条第二項

の相当性に関する事項

イ ［同上］

一

イ ［略］

法第二百 三十五条の規定に より一株に満た

ロ

法第二百 三十五条の規定に より一株に満た

な い端数 の処 理をす ること が見 込まれ る場 合

ロ
な い端数 の処 理をす ること が見 込まれ る場 合

に おける 当該 処理の 方法に 関す る事項 、当 該

［号の細分を加える。］

金銭の額及び当該額の相当性に関する事項

処 理によ り株 主に交 付する こと が見込 まれ る

における次に掲げる事項

次に掲げる事項その他の当該処理の方法

法第二百三十五条第一項又は同条第

法第二百三十五条第一項の規定によ
る 処 理を 予定 してい る 場合 には 、競売 の

(ⅱ)

しているかの別及びその理由

第 二 項の いず れの規 定 によ る処 理を予 定

二 項 にお いて 準用す る 法第 二百 三十四 条

(ⅰ)

に関する事項

(1)

申 立 てを する 時期の 見 込み （当 該見込 み

及び

において

に 関 する 取締 役（取 締 役会 設置 会社に あ
っては、取締役会。
(ⅳ)

法第二百三十五条第二項において準用

同じ。）の判断及びその理由を含む。）

(ⅲ)

法第二百三十五条第二項において準用

由を含む。）

見 込 みに 関す る取締 役 の判 断及 びその 理

金 を 株主 に交 付する 時 期の 見込 み（当 該

売 却 する 時期 及び売 却 によ り得 られた 代

却 に 限る 。） を予定 し てい る場 合には 、

る 処 理（ 市場 におい て 行う 取引 による 売

す る 法第 二百 三十四 条 第二 項の 規定に よ

(ⅲ)
(ⅳ)

す る 法第 二百 三十四 条 第二 項の 規定に よ
る 処 理（ 市場 におい て 行う 取引 による 売
却 を 除く 。） を予定 し てい る場 合には 、
売 却 に係 る株 式を買 い 取る 者と なると 見
込 ま れる 者の 氏名又 は 名称 、当 該者が 売
却 に 係る 代金 の支払 の ため の資 金を確 保
す る 方法 及び 当該方 法 の相 当性 並びに 売
却 す る時 期及 び売却 に より 得ら れた代 金
を 株 主に 交付 する時 期 の見 込み （当該 見
込 み に関 する 取締役 の 判断 及び その理 由
を含む。）
当該処理により株主に交付することが見
込 まれ る金 銭の 額及 び当 該額 の相 当性 に関

(2)

［号の細分を加える。］

する事項
同上］

［二・三

略］

［二・三

法第 二百九十八条第一 項第五号に規定

（招集の決定事項）

法第 二百九十八条第一 項第五号に規定 第六十三条

（招集の決定事項）
第六十三条

する 法務省令で 定める 事項は、次 に掲げ る事項と

同上］

する 法務省令で 定める 事項は、次 に掲げ る事項と

［一・二

する。
略］

する。
［一・二

掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項

（ 定款にロ からニま で及びヘ に掲げる 事項に つ

掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項

法第二百九 十八条第一項第三 号又は第四号に

（ 定款にロ からニま で及びヘ に掲げる 事項に つ

い ての定め がある場 合又はこ れらの事 項の決 定

三

い ての定め がある場 合又はこ れらの事 項の決 定

を 取締役に 委任する 旨を決定 した場合 におけ る

法第二百九 十八条第一項第三 号又は第四号に

を 取締役に 委任する 旨を決定 した場合 におけ る

当該事項を除く。）

三

当該事項を除く。）

す べき事 項（ 第八十 五条の 二第 三号、 第八 十

五 条の三 第三 号、第 八十六 条第 三号及 び第 四

す べき事 項（ 第八十 五条の 二第 三号、 第八 十

次款の規 定により株主総会 参考書類に記載

五 条の三 第三 号、第 八十六 条第 三号及 び第 四

号 、第八 十七 条第三 号及び 第四 号、第 八十 八

イ

号 、第八 十七 条第三 号及び 第四 号、第 八十 八

条 第三号 及び 第四号 、第八 十九 条第三 号、 第

次款の規 定により株主総会 参考書類に記載

条 第三号 及び 第四号 、第八 十九 条第三 号、 第

九 十条第 三号 、第九 十一条 第三 号並び に第 九

イ

九 十条第 三号 、第九 十一条 第三 号、第 九十 一

十二条第三号に掲げる事項を除く。）

同上］

第三号に規 定する場合以外の 場合において、

［四～六

［ロ～ヘ 同上］

条 の二第 三号 並びに 第九十 二条 第三号 に掲 げ
る事項を除く。）
略］
略］

［ロ～ヘ
［四～六

七

次 に掲げる 事項が株 主総会の 目的であ る事項 で

第三号に規 定する場合以外の 場合において、

次 に掲げる 事項が株 主総会の 目的であ る事項 で

あ るときは 、当該事 項に係る 議案の概 要（議 案

七

あ るときは 、当該事 項に係る 議案の概 要（議 案

が確定していない場合にあっては、その旨）

が確定していない場合にあっては、その旨）
［イ～ヨ 同上］

略］

［イ～ヨ

［号の細分を加える。］

（取締役の選任に関する議案）

タ 株式交付
（取締役の選任に関する議案）

員会 設置会社で ある場 合にあって は、監 査等委員

であ る取締役を 除く。 次項第二号 におい て同じ。

員会 設置会社で ある場 合にあって は、監 査等委員

取締 役が取締役（株式 会社が監査等委

であ る取締役を 除く。 次項第二号 におい て同じ。

）の 選任に関す る議案 を提出する 場合に は、株主

取締 役が取締役（株式 会社が監査等委 第七十四条

）の 選任に関す る議案 を提出する 場合に は、株主

総会 参考書類に は、次 に掲げる事 項を記 載しなけ

第七十四条

総会 参考書類に は、次 に掲げる事 項を記 載しなけ

ればならない。
同上］
［号を加える。］

［一～四

ればならない。
略］

候補者と当 該株式会社との間 で補償契約を締

［一～四
五

結 している とき又は 補償契約 を締結す る予定 が

候補者を被 保険者とする役員 等賠償責任保険

あるときは、その補償契約の内容の概要
六
契 約を締結 している とき又は 当該役員 等賠償 責
任 保険契約 を締結す る予定が あるとき は、そ の

［号を加える。］

［同上］

役員等賠償責任保険契約の内容の概要
［略］

２

２

第一項に規定 する場合において 、株式会社が公

開会 社であって 、かつ 、他の者の 子会社 等である

第一項に規定 する場合において 、株式会社が公 ３
開会 社であって 、かつ 、他の者の 子会社 等である

とき は、株主総 会参考 書類には、 次に掲 げる事項

３

とき は、株主総 会参考 書類には、 次に掲 げる事項

を記載しなければならない。
同上］

候補者が過 去五年間に当該他 の者の業務執行

者 であった ことを当 該株式会 社が知っ ている と

三

［一・二

を記載しなければならない。
略］

候補者が過 去十年間に当該他 の者の業務執行

［一・二
三

者 であった ことを当 該株式会 社が知っ ている と

きは、当該他の者における地位及び担当

きは、当該他の者における地位及び担当

取締 役候補者で あると きは、株主 総会参 考書類に

第一項に規定 する場合において 、候補者が社外

取締 役候補者で あると きは、株主 総会参 考書類に

は、 次に掲げる 事項（ 株式会社が 公開会 社でない

第一項に規定 する場合において 、候補者が社外 ４

は、 次に掲げる 事項（ 株式会社が 公開会 社でない

場合 にあっては 、第三 号から第七 号まで に掲げる

４

場合 にあっては 、第四 号から第八 号まで に掲げる

事項を除く。）を記載しなければならない。
同上］

当該候補者 が現に当該株式会 社の社外取締役

［号を加える。］

［一・二

事項を除く。）を記載しなければならない。
略］

当該候補者 が社外取締役（社 外役員に限る。

［一・二
三

以 下この項 において 同じ。） に選任さ れた場 合
に果たすことが期待される役割の概要
三

（ 社外役員 に限る。 以下この 項におい て同じ 。

当該候補者 が現に当該株式会 社の社外取締役

で ある場合 において 、当該候 補者が最 後に選 任

） である場 合におい て、当該 候補者が 最後に 選

四

さ れた後在 任中に当 該株式会 社におい て法令 又

事実の発生後の対応として行った行為の概要

予 防のため に当該候 補者が行 った行為 及び当 該

あ るときは 、その事 実並びに 当該事実 の発生 の

が 行われた 事実（重 要でない ものを除 く。） が

は 定款に違 反する事 実その他 不当な業 務の執 行

の 予防のた めに当該 候補者が 行った行 為及び 当

が あるとき は、その 事実並び に当該事 実の発 生

行 が行われ た事実（ 重要でな いものを 除く。 ）

又 は定款に 違反する 事実その 他不当な 業務の 執

任 された後 在任中に 当該株式 会社にお いて法 令

五
［略］

［略］

六

五

四

当該候補者 が次のいずれかに 該当することを

［同上］

［同上］

該事実の発生後の対応として行った行為の概要

六

当該候補者 が次のいずれかに 該当することを

当該株式会社が知っているときは、その旨

七

当該株式会社が知っているときは、その旨

イ ［同上］

において同じ。）で

当該株式 会社の親会社等（ 自然人であるも
のに限る。ロ及びホ

ロ

イ ［略］
当該株式 会社の親会社等（ 自然人であるも
において同じ。）で

(1)

ロ

のに限る。ロ及びホ

(1)

社等であったことがあること。

あ り、又 は過 去十年 間に当 該株 式会社 の親 会

社等であったことがあること。

あ り、又 は過 去五年 間に当 該株 式会社 の親 会

当該株式 会社の特定関係事 業者の業務執行

者 若しく は役 員であ り、又 は過 去五年 間に 当

ハ

者 若しく は役 員であ り、又 は過 去十年 間に 当

該 株式会 社の 特定関 係事業 者（ 当該株 式会 社

当該株式 会社の特定関係事 業者の業務執行

該 株式会 社の 特定関 係事業 者（ 当該株 式会 社

の 子会社 を除 く。） の業務 執行 者若し くは 役

ハ

の 子会社 を除 く。） の業務 執行 者若し くは 役

［ニ・ホ 同上］

員であったことがあること。

略］

員であったことがあること。
［ニ・ホ

は 事業の 譲受 け（ヘ 、第七 十四 条の三 第四 項

過去二年 間に合併、吸収分 割、新設分割又

は 事業の 譲受 け（ヘ 、第七 十四 条の三 第四 項

第 六号ヘ 及び 第七十 六条第 四項 第六号 ヘに お

ヘ

第 七号ヘ 及び 第七十 六条第 四項 第六号 ヘに お

い て「合 併等 」とい う。） によ り他の 株式 会

過去二年 間に合併、吸収分 割、新設分割又

い て「合 併等 」とい う。） によ り他の 株式 会

社 がその 事業 に関し て有す る権 利義務 を当 該

ヘ

社 がその 事業 に関し て有す る権 利義務 を当 該

て 、当該 合併 等の直 前に当 該株 式会社 の社 外

株 式会社 が承 継又は 譲受け をし た場合 にお い

取 締役又 は監 査役で なく、 かつ 、当該 他の 株

て 、当該 合併 等の直 前に当 該株 式会社 の社 外

株 式会社 が承 継又は 譲受け をし た場合 にお い

［同上］

取 締役又 は監 査役で なく、 かつ 、当該 他の 株

七

［同上］

式会社の業務執行者であったこと。

［略］

八

式会社の業務執行者であったこと。
八
［略］

第七十四条の二

前条第一項に規定 する場合におい

（社外取締役を置いていない場合等の特則）

九

第七十四条の二 削除

て、 株式会社が 社外取 締役を置い ていな い特定監

査役 会設置会社 （当該 株主総会の 終結の 時に社外

取締 役を置いて いない こととなる 見込み であるも

のを 含む。）で あって 、かつ、取 締役に 就任した

とす れば社外取 締役と なる見込み である 者を候補

者と する取締役 の選任 に関する議 案を当 該株主総

会に 提出しない ときは 、株主総会 参考書 類には、

社外 取締役を置 くこと が相当でな い理由 を記載し

前項に規定す る「特定監査役会 設置会社」とは

なければならない。
２

、監 査役会設置 会社（ 公開会社で あり、 かつ、大

会社 であるもの に限る 。）であっ て金融 商品取引

法第 二十四条第 一項の 規定により その発 行する株

式に ついて有価 証券報 告書を内閣 総理大 臣に提出

第一項の理由 は、当該株式会社 のその時点にお

しなければならないものをいう。
３

ける 事情に応じ て記載 しなければ ならな い。この

場合 において、 社外監 査役が二人 以上あ ることの

（監査等委員である取締役の選任に関する議案）

みをもって当該理由とすることはできない。

（監査等委員である取締役の選任に関する議案）

取締役が監査等委 員である取締役

の選 任に関する 議案を 提出する場 合には 、株主総

取締役が監査等委 員である取締役 第七十四条の三

の選 任に関する 議案を 提出する場 合には 、株主総

会参 考書類には 、次に 掲げる事項 を記載 しなけれ

第七十四条の三

会参 考書類には 、次に 掲げる事項 を記載 しなけれ

ばならない。
同上］

［号を加える。］

［号を加える。］

［一～六

ばならない。
略］

候補者と当 該株式会社との間 で補償契約を締

［一～六
七

結 している とき又は 補償契約 を締結す る予定 が

候補者を被 保険者とする役員 等賠償責任保険

あるときは、その補償契約の内容の概要
八

契 約を締結 している とき又は 当該役員 等賠償 責
任 保険契約 を締結す る予定が あるとき は、そ の

［同上］

役員等賠償責任保険契約の内容の概要
［略］

２

２

第一項に規定 する場合において 、株式会社が公

開会 社であり、 かつ、 他の者の子 会社等 であると

第一項に規定 する場合において 、株式会社が公 ３
開会 社であり、 かつ、 他の者の子 会社等 であると

きは 、株主総会 参考書 類には、次 に掲げ る事項を

３

きは 、株主総会 参考書 類には、次 に掲げ る事項を

同上］

候補者が過 去五年間に当該他 の者の業務執行

［一・二

記載しなければならない。

略］

記載しなければならない。
［一・二

三

者 であった ことを当 該株式会 社が知っ ている と

候補者が過 去十年間に当該他 の者の業務執行

者 であった ことを当 該株式会 社が知っ ている と

きは、当該他の者における地位及び担当

三

きは、当該他の者における地位及び担当

第一項に規定 する場合において 、候補者が社外

取締 役候補者で あると きは、株主 総会参 考書類に

第一項に規定 する場合において 、候補者が社外 ４
取締 役候補者で あると きは、株主 総会参 考書類に

は、 次に掲げる 事項（ 株式会社が 公開会 社でない

４

は、 次に掲げる 事項（ 株式会社が 公開会 社でない

場合 にあっては 、第四 号から第八 号まで に掲げる

事項を除く。）を記載しなければならない。

場合 にあっては 、第三 号から第七 号まで に掲げる

同上］

［号を加える。］

［一・二

事項を除く。）を記載しなければならない。
略］

当該候補者 が社外取締役（社 外役員に限る。

［一・二
三
以 下この項 において 同じ。） に選任さ れた場 合
に果たすことが期待される役割の概要

さ れた後在 任中に当 該株式会 社におい て法令 又

で ある場合 において 、当該候 補者が最 後に選 任

任 された後 在任中に 当該株式 会社にお いて法 令

） である場 合におい て、当該 候補者が 最後に 選

（ 社外役員 に限る。 以下この 項におい て同じ 。

当該候補者 が現に当該株式会 社の社外取締役

は 定款に違 反する事 実その他 不当な業 務の執 行

又 は定款に 違反する 事実その 他不当な 業務の 執

三

が 行われた 事実（重 要でない ものを除 く。） が

行 が行われ た事実（ 重要でな いものを 除く。 ）

当該候補者 が現に当該株式会 社の社外取締役

あ るときは 、その事 実並びに 当該事実 の発生 の

が あるとき は、その 事実並び に当該事 実の発 生

四

予 防のため に当該候 補者が行 った行為 及び当 該

の 予防のた めに当該 候補者が 行った行 為及び 当

［略］
五

四

当該候補者 が次のいずれかに 該当することを

［同上］

［同上］

事実の発生後の対応として行った行為の概要

五
［略］

六

該事実の発生後の対応として行った行為の概要

六
当該候補者 が次のいずれかに 該当することを

当該株式会社が知っているときは、その旨

七
当該株式会社が知っているときは、その旨

において同じ。）で

当該株式 会社の親会社等（ 自然人であるも
のに限る。ロ及びホ

ロ

イ ［同上］

において同じ。）で

当該株式 会社の親会社等（ 自然人であるも

イ ［略］
ロ
のに限る。ロ及びホ

あ り、又 は過 去五年 間に当 該株 式会社 の親 会

当該株式 会社の特定関係事 業者の業務執行

者 若しく は役 員であ り、又 は過 去五年 間に 当

ハ

あ り、又 は過 去十年 間に当 該株 式会社 の親 会

当該株式 会社の特定関係事 業者の業務執行

者 若しく は役 員であ り、又 は過 去十年 間に 当

ハ

社等であったことがあること。

(1)

社等であったことがあること。

(1)

員であったことがあること。

の 子会社 を除 く。） の業務 執行 者若し くは 役

該 株式会 社の 特定関 係事業 者（ 当該株 式会 社

員であったことがあること。

の 子会社 を除 く。） の業務 執行 者若し くは 役

該 株式会 社の 特定関 係事業 者（ 当該株 式会 社

七

［同上］

［同上］

［ニ～ヘ 同上］

［略］

八

略］

八
［略］

［ニ～ヘ

九

（会計参与の選任に関する議案）

取締 役が会計参与の選 任に関する議案

（会計参与の選任に関する議案）

取締 役が会計参与の選 任に関する議案 第七十五条

を提 出する場合 には、 株主総会参 考書類 には、次

第七十五条

を提 出する場合 には、 株主総会参 考書類 には、次

に掲げる事項を記載しなければならない。
同上］
［号を加える。］

［一～四

に掲げる事項を記載しなければならない。
略］

候補者と当 該株式会社との間 で補償契約を締

［一～四
五

結 している とき又は 補償契約 を締結す る予定 が

候補者を被 保険者とする役員 等賠償責任保険

あるときは、その補償契約の内容の概要
六
契 約を締結 している とき又は 当該役員 等賠償 責
任 保険契約 を締結す る予定が あるとき は、そ の
役員等賠償責任保険契約の内容の概要

［号を加える。］

［同上］

五

［略］

七

（監査役の選任に関する議案）

取締 役が監査役の選任 に関する議案を

（監査役の選任に関する議案）

取締 役が監査役の選任 に関する議案を 第七十六条

提出 する場合に は、株 主総会参考 書類に は、次に

第七十六条

提出 する場合に は、株 主総会参考 書類に は、次に

掲げる事項を記載しなければならない。
同上］
［号を加える。］

［一～六

掲げる事項を記載しなければならない。
略］

候補者と当 該株式会社との間 で補償契約を締

［一～六
七

結 している とき又は 補償契約 を締結す る予定 が

候補者を被 保険者とする役員 等賠償責任保険

あるときは、その補償契約の内容の概要
八
契 約を締結 している とき又は 当該役員 等賠償 責
任 保険契約 を締結す る予定が あるとき は、そ の

［号を加える。］

［同上］

役員等賠償責任保険契約の内容の概要
［略］

２

２

第一項に規定 する場合において 、株式会社が公

開会 社であり、 かつ、 他の者の子 会社等 であると

第一項に規定 する場合において 、株式会社が公 ３
開会 社であり、 かつ、 他の者の子 会社等 であると

きは 、株主総会 参考書 類には、次 に掲げ る事項を

３

きは 、株主総会 参考書 類には、次 に掲げ る事項を

記載しなければならない。
同上］

候補者が過 去五年間に当該他 の者の業務執行

者 であった ことを当 該株式会 社が知っ ている と

三

［一・二

記載しなければならない。
略］

候補者が過 去十年間に当該他 の者の業務執行

［一・二
三

者 であった ことを当 該株式会 社が知っ ている と

きは、当該他の者における地位及び担当

第一項に規定 する場合において 、候補者が社外

きは、当該他の者における地位及び担当

監査 役候補者で あると きは、株主 総会参 考書類に

第一項に規定 する場合において 、候補者が社外 ４
監査 役候補者で あると きは、株主 総会参 考書類に

は、 次に掲げる 事項（ 株式会社が 公開会 社でない

４

は、 次に掲げる 事項（ 株式会社が 公開会 社でない

場合 にあっては 、第三 号から第七 号まで に掲げる

当該候補者 が次のいずれかに 該当することを

同上］

場合 にあっては 、第三 号から第七 号まで に掲げる

六

［一～五

事項を除く。）を記載しなければならない。

略］

事項を除く。）を記載しなければならない。
［一～五

当該候補者 が次のいずれかに 該当することを

当該株式会社が知っているときは、その旨

六

当該株式会社が知っているときは、その旨

イ ［同上］

において同じ。）で

当該株式 会社の親会社等（ 自然人であるも
のに限る。ロ及びホ

ロ

イ ［略］
当該株式 会社の親会社等（ 自然人であるも
において同じ。）で

あ り、又 は過 去五年 間に当 該株 式会社 の親 会

(1)

ロ

のに限る。ロ及びホ

あ り、又 は過 去十年 間に当 該株 式会社 の親 会

(1)

社等であったことがあること。

社等であったことがあること。

当該株式 会社の特定関係事 業者の業務執行

者 若しく は役 員であ り、又 は過 去五年 間に 当

ハ

者 若しく は役 員であ り、又 は過 去十年 間に 当

該 株式会 社の 特定関 係事業 者（ 当該株 式会 社

当該株式 会社の特定関係事 業者の業務執行

該 株式会 社の 特定関 係事業 者（ 当該株 式会 社

の 子会社 を除 く。） の業務 執行 者若し くは 役

ハ

の 子会社 を除 く。） の業務 執行 者若し くは 役

［ニ～ヘ 同上］

員であったことがあること。

略］

員であったことがあること。
［ニ～ヘ

同上］

［七・八

略］

［七・八

取締 役が会計監査人の 選任に関する議

（会計監査人の選任に関する議案）

取締 役が会計監査人の 選任に関する議 第七十七条

（会計監査人の選任に関する議案）
第七十七条

案を 提出する場 合には 、株主総会 参考書 類には、

同上］

案を 提出する場 合には 、株主総会 参考書 類には、

［一～五

次に掲げる事項を記載しなければならない。
略］

次に掲げる事項を記載しなければならない。
［一～五

六

候補者と当 該株式会社との間 で補償契約を締

結 している とき又は 補償契約 を締結す る予定 が

候補者を被 保険者とする役員 等賠償責任保険

あるときは、その補償契約の内容の概要
七
契 約を締結 している とき又は 当該役員 等賠償 責
任 保険契約 を締結す る予定が あるとき は、そ の

［号を加える。］

八
［略］

［略］

八

七

六

［同上］

［同上］

［同上］

［号を加える。］

九
［略］

役員等賠償責任保険契約の内容の概要

十

取締役が株式交付計画の承認に関 ［条を加える。］

（株式交付計画の承認に関する議案）
第九十一条の二

する 議案を提出 する場 合には、株 主総会 参考書類

には、次に掲げる事項を記載しなければならな

二

一

当該株式会 社が株式交付親会 社である場合に

株式交付計画の内容の概要

当該株式交付を行う理由

い。

三

お いて、法 第二百九 十八条第 一項の決 定をし た
日 における 第二百十 三条の二 各号（第 六号及 び
第 七号を除 く。）に 掲げる事 項がある ときは 、
当該事項の内容の概要

（次 に掲げるも のを除 く。）に係 る情報 を、当該

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

株主総会参考書類に記載すべき事項 第九十四条

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

第九十四条

主総 会の日から 三箇月 が経過する 日まで の間、継

措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。

対し て提供した ものと みなす。た だし、 この項の

、当 該事項を記 載した 株主総会参 考書類 を株主に

項に おいて同じ 。）を とる場合に は、当 該事項は

使用 する方法に よって 行われるも のに限 る。第三

信す る機能を有 する装 置をいう。 以下同 じ。）を

れ、 又は当該装 置に入 力される情 報を自 動公衆送

体の うち自動公 衆送信 の用に供す る部分 に記録さ

電気 通信回線に 接続す ることによ り、そ の記録媒

接続 された自動 公衆送 信装置（公 衆の用 に供する

第一 号ロに掲げ る方法 のうち、イ ンター ネットに

がで きる状態に 置く措 置（第二百 二十二 条第一項

続し て電磁的方 法によ り株主が提 供を受 けること

措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。

対し て提供した ものと みなす。た だし、 この項の

、当 該事項を記 載した 株主総会参 考書類 を株主に

項に おいて同じ 。）を とる場合に は、当 該事項は

使用 する方法に よって 行われるも のに限 る。第三

信す る機能を有 する装 置をいう。 以下同 じ。）を

れ、 又は当該装 置に入 力される情 報を自 動公衆送

体の うち自動公 衆送信 の用に供す る部分 に記録さ

電気 通信回線に 接続す ることによ り、そ の記録媒

接続 された自動 公衆送 信装置（公 衆の用 に供する

第一 号ロに掲げ る方法 のうち、イ ンター ネットに

がで きる状態に 置く措 置（第二百 二十二 条第一項

続し て電磁的方 法によ り株主が提 供を受 けること

一
二

一

第七十四条 の二第一項の規定 により株主総会

［同上］

［略］

四

三

［同上］

［同上］

［同上］

［略］

［号を削る。］

二
［略］

五

参考書類に記載すべき事項

三
［略］

第九十八条

［同上］

［見出しを加える。］

［２・３ 同上］

四
［２・３ 略］

［略］

（業務の適正を確保するための体制）
第九十八条

（取締役の報酬 等のうち株式会社 の募集株式につ

法第三百六十一条第一項第三号に ［条を加える。］

いて定めるべき事項）
第九十八条の二

規定 する法務省 令で定 める事項は 、同号 の募集株

一定の事由 が生ずるまで当該 募集株式を他人

式に係る次に掲げる事項とする。
一
に 譲り渡さ ないこと を取締役 に約させ ること と

一定の事由 が生じたことを条 件として当該募

するときは、その旨及び当該一定の事由の概要
二

集 株式を当 該株式会 社に無償 で譲り渡 すこと を
取 締役に約 させるこ ととする ときは、 その旨 及

前二号に掲 げる事項のほか、 取締役に対して

び当該一定の事由の概要
三

当 該募集株 式を割り 当てる条 件を定め るとき は
、その条件の概要
（取締役の報酬 等のうち株式会社 の募集新株予約
権について定めるべき事項）

第九十八条の三

法第三百六十一条第一項第四号に ［条を加える。］

規定 する法務省 令で定 める事項は 、同号 の募集新

法第二百三 十六条第一項第一 号から第四号ま

株予約権に係る次に掲げる事項とする。
一
で に掲げる 事項（同 条第三項 の場合に は、同 条
第 一項第一 号、第三 号及び第 四号に掲 げる事 項

一定の資格 を有する者が当該 募集新株予約権

並びに同条第三項各号に掲げる事項）
二

を 行使する ことがで きること とすると きは、 そ

前二号に掲 げる事項のほか、 当該募集新株予

の旨及び当該一定の資格の内容の概要
三

約 権の行使 の条件を 定めると きは、そ の条件 の
概要

五

四
法第二百三 十六条第一項第七 号に掲げる事項

法第二百三十六条第一項第六号に掲げる事項

取締役に対 して当該募集新株 予約権を割り当

の内容の概要
六
てる条件を定めるときは、その条件の概要
（取締役の報酬 等のうち株式等と 引換えにする払

法第三百六十一条第一項第五号イ ［条を加える。］

込み に充てるた めの金 銭について 定める べき事項
）
第九十八条の四

に規 定する法務 省令で 定める事項 は、同 号イの募

一定の事由 が生ずるまで当該 募集株式を他人

集株式に係る次に掲げる事項とする。
一

に 譲り渡さ ないこと を取締役 に約させ ること と

２

一定の事由 が生じたことを条 件として当該募

するときは、その旨及び当該一定の事由の概要
二
集 株式を当 該株式会 社に無償 で譲り渡 すこと を
取 締役に約 させるこ ととする ときは、 その旨 及

前二号に掲 げる事項のほか、 取締役に対して

び当該一定の事由の概要
三

当 該募集株 式と引換 えにする 払込みに 充てる た
め の金銭を 交付する 条件又は 取締役に 対して 当
該 募集株式 を割り当 てる条件 を定める ときは 、
その条件の概要
法第三百六十 一条第一項第五号 ロに規定する法
務省 令で定める 事項は 、同号ロの 募集新 株予約権
に係る次に掲げる事項とする。

一

法第二百三 十六条第一項第一 号から第四号ま

で に掲げる 事項（同 条第三項 の場合に は、同 条
第 一項第一 号、第三 号及び第 四号に掲 げる事 項

一定の資格 を有する者が当該 募集新株予約権

並びに同条第三項各号に掲げる事項）
二

を 行使する ことがで きること とすると きは、 そ

前二号に掲 げる事項のほか、 当該募集新株予

の旨及び当該一定の資格の内容の概要
三

約 権の行使 の条件を 定めると きは、そ の条件 の

四

法第二百三 十六条第一項第七 号に掲げる事項

法第二百三十六条第一項第六号に掲げる事項

概要

五

の内容の概要

六

取締役に対 して当該募集新株 予約権と引換え

に する払込 みに充て るための 金銭を交 付する 条
件 又は取締 役に対し て当該募 集新株予 約権を 割
り当てる条件を定めるときは、その条件の概要

法第三百六十一条第七項に規定す ［条を加える。］

（取締役の個人 別の報酬等の内容 についての決定
に関する方針）
第九十八条の五

取締役（監 査等委員である取 締役を除く。以

る法 務省令で定 める事 項は、次に 掲げる 事項とす
る。
一

下この条において同じ。）の個人別の報酬等
（ 次号に規 定する業 績連動報 酬等及び 第三号 に
規 定する非 金銭報酬 等のいず れでもな いもの に

限 る。）の 額又はそ の算定方 法の決定 に関す る

取締役の個 人別の報酬等のう ち、利益の状況

方針
二
を 示す指標 、株式の 市場価格 の状況を 示す指 標
そ の他の当 該株式会 社又はそ の関係会 社（会 社
計 算規則第 二条第三 項第二十 五号に規 定する 関
係 会社をい う。）の 業績を示 す指標（ 以下こ の
号 及び第百 二十一条 第五号の 二におい て「業 績
指 標」とい う。）を 基礎とし てその額 又は数 が
算 定される 報酬等（ 以下この 条並びに 第百二 十
一 条第四号 及び第五 号の二に おいて「 業績連 動
報 酬等」と いう。） がある場 合には、 当該業 績
連 動報酬等 に係る業 績指標の 内容及び 当該業 績

連 動報酬等 の額又は 数の算定 方法の決 定に関 す

取締役の個 人別の報酬等のう ち、金銭でない

る方針
三
も の（募集 株式又は 募集新株 予約権と 引換え に
す る払込み に充てる ための金 銭を取締 役の報 酬
等 とする場 合におけ る当該募 集株式又 は募集 新
株 予約権を 含む。以 下この条 並びに第 百二十 一
条 第四号及 び第五号 の三にお いて「非 金銭報 酬
等 」という 。）があ る場合に は、当該 非金銭 報
酬 等の内容 及び当該 非金銭報 酬等の額 若しく は

第一号の報 酬等の額、業績連 動報酬等の額又

数又はその算定方法の決定に関する方針
四

は 非金銭報 酬等の額 の取締役 の個人別 の報酬 等

取締役に対 し報酬等を与える 時期又は条件の

の額に対する割合の決定に関する方針
五

取締役の個 人別の報酬等の内 容についての決

決定に関する方針
六
定 の全部又 は一部を 取締役そ の他の第 三者に 委

当該委任 を受ける者の氏名 又は当該株式会

任することとするときは、次に掲げる事項
イ
社における地位及び担当

イの者に よりロの権限が適 切に行使される

取締役の個 人別の報酬等の内 容についての決

きは、その内容

よ うにす るた めの措 置を講 ずる ことと する と

ハ

ロ イの者に委任する権限の内容

七

前各号に掲 げる事項のほか、 取締役の個人別

定の方法（前号に掲げる事項を除く。）
八
の 報酬等の 内容につ いての決 定に関す る重要 な
事項
第四節 取締役会
（取締役会の議事録）
略］

第四節 取締役会

同上］

（取締役会の議事録）
第百一条 ［１・２

取締役会の議 事録は、次に掲げ る事項を内容と

同上］

次に掲げる 規定により取締役 会において述べ

［一～五

するものでなければならない。

取締役会の議 事録は、次に掲げ る事項を内容と ３

第百一条 ［１・２
３

略］

するものでなければならない。
［一～五

六

ら れた意見 又は発言 があると きは、そ の意見 又

次に掲げる 規定により取締役 会において述べ

ら れた意見 又は発言 があると きは、そ の意見 又

は発言の内容の概要

六

は発言の内容の概要

［イ～ト 同上］

略］

［同上］

同上］

［イ～ト

４

［七・八

［号の細分を加える。］

略］

チ 法第四百三十条の二第四項

［略］

［七・八
４

法第三 百七十四条第一項 の規定により作

（会計参与報告の内容）

法第三 百七十四条第一項 の規定により作 第百二条

（会計参与報告の内容）
第百二条

成す べき会計参 与報告 は、次に掲 げる事 項を内容

会計方針（ 会社計算規則第二 条第三項第五十

同上］

成す べき会計参 与報告 は、次に掲 げる事 項を内容

三

［一・二

とするものでなければならない。

略］

とするものでなければならない。
［一・二

会計方針（ 会社計算規則第二 条第三項第六十

八 号に規定 する会計 方針をい う。）に 関する 次

三

二 号に規定 する会計 方針をい う。）に 関する 次

［イ～ホ 同上］

に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。）
略］

に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。）
［イ～ホ

［四～八

同上］

［四～八

（監査の範囲が 限定されている監 査役の調査の対

略］

（監査の範囲が 限定されている監 査役の調査の対
象）

法第三 百八十九条第三項 に規定する法務

同上］

次に掲げる 事項を含む議案が 株主総会に提出

［号の細分を加える。］

［号の細分を加える。］

［イ～チ 同上］

される場合における当該事項

三

［一・二

省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

法第三 百八十九条第三項 に規定する法務 第百八条

象）
第百八条
省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
略］

次に掲げる 事項を含む議案が 株主総会に提出

［一・二
三
される場合における当該事項
略］

法第七百 七十四条の三第一 項第三号の資本

［イ～チ
リ

法第七百 七十四条の三第一 項第八号イの資

金及び準備金の額に関する事項
ヌ

本金及び準備金の額に関する事項

四

［略］
第九節 指名委員会等及び執行役

（執 行役等の報 酬等の うち株式会 社の募 集株式に

四

［同上］

第九節 指名委員会等及び執行役

法第四百九条第三項第三号に規定する ［条を加える。］

ついて定めるべき事項）
第百十一条

法務 省令で定め る事項 は、同号の 募集株 式に係る

一定の事由 が生ずるまで当該 募集株式を他人

次に掲げる事項とする。
一

に 譲り渡さ ないこと を執行役 等に約さ せるこ と

一定の事由 が生じたことを条 件として当該募

とするときは、その旨及び当該一定の事由
二

集 株式を当 該株式会 社に無償 で譲り渡 すこと を
執 行役等に 約させる こととす るときは 、その 旨

前二号に掲 げる事項のほか、 執行役等に対し

及び当該一定の事由
三
て 当該募集 株式を割 り当てる 条件を定 めると き
は、その条件
（執行役等の報 酬等のうち株式会 社の募集新株予

法第四百九条第三項第四号に規定 ［条を加える。］

約権について定めるべき事項）
第百十一条の二

する 法務省令で 定める 事項は、同 号の募 集新株予

法第二百三 十六条第一項第一 号から第四号ま

約権に係る次に掲げる事項とする。
一

で に掲げる 事項（同 条第三項 （同条第 四項の 規
定 により読 み替えて 適用する 場合に限 る。以 下
こ の号にお いて同じ 。）の場 合には、 同条第 一

項 第一号、 第三号及 び第四号 に掲げる 事項並 び

一定の資格 を有する者が当該 募集新株予約権

に同条第三項各号に掲げる事項）
二
を 行使する ことがで きること とすると きは、 そ

前二号に掲 げる事項のほか、 当該募集新株予

の旨及び当該一定の資格の内容
三

四

法第二百三 十六条第一項第七 号に掲げる事項

法第二百三十六条第一項第六号に掲げる事項

約権の行使の条件を定めるときは、その条件

五

執行役等に 対して当該募集新 株予約権を割り

の内容
六

当てる条件を定めるときは、その条件
（執行役等の報 酬等のうち株式等 と引換えにする

法第四百九条第三項第五号イに規 ［条を加える。］

払込 みに充てる ための 金銭につい て定め るべき事
項）
第百十一条の三
定す る法務省令 で定め る事項は、 同号イ の募集株

一定の事由 が生ずるまで当該 募集株式を他人

式に係る次に掲げる事項とする。
一

に 譲り渡さ ないこと を執行役 等に約さ せるこ と

一定の事由 が生じたことを条 件として当該募

とするときは、その旨及び当該一定の事由
二

集 株式を当 該株式会 社に無償 で譲り渡 すこと を
執 行役等に 約させる こととす るときは 、その 旨

前二号に掲 げる事項のほか、 執行役等に対し

及び当該一定の事由
三

２

て 当該募集 株式と引 換えにす る払込み に充て る
た めの金銭 を交付す る条件又 は執行役 等に対 し
て 当該募集 株式を割 り当てる 条件を定 めると き
は、その条件
法第四百九条 第三項第五号ロに 規定する法務省
令で 定める事項 は、同 号ロの募集 新株予 約権に係

法第二百三 十六条第一項第一 号から第四号ま

る次に掲げる事項とする。
一

で に掲げる 事項（同 条第三項 （同条第 四項の 規
定 により読 み替えて 適用する 場合に限 る。以 下
こ の号にお いて同じ 。）の場 合には、 同条第 一
項 第一号、 第三号及 び第四号 に掲げる 事項並 び
に同条第三項各号に掲げる事項）

二

一定の資格 を有する者が当該 募集新株予約権

を 行使する ことがで きること とすると きは、 そ

前二号に掲 げる事項のほか、 当該募集新株予

の旨及び当該一定の資格の内容
三

四

法第二百三 十六条第一項第七 号に掲げる事項

法第二百三十六条第一項第六号に掲げる事項

約権の行使の条件を定めるときは、その条件

五

執行役等に 対して当該募集新 株予約権と引換

の内容
六

え にする払 込みに充 てるため の金銭を 交付す る
条 件又は執 行役等に 対して当 該募集新 株予約 権
を割り当てる条件を定めるときは、その条件
（指名委員会等の議事録）

（指名委員会等の議事録）

法第四百三十条の 三第一項に規定

契約

役員等のために 締結される保険

第百十一条の四 ［略］
第十一節

第百十五条の二
す る 法務 省 令で 定め る もの は 、次 に掲 げ るも のと

被保険者に 保険者との間で保 険契約を締結す

する。
一

る 株式会社 を含む保 険契約で あって、 当該株 式
会 社がその 業務に関 連し第三 者に生じ た損害 を
賠 償する責 任を負う こと又は 当該責任 の追及 に
係 る請求を 受けるこ とによっ て当該株 式会社 に
生 ずること のある損 害を保険 者が塡補 するこ と
を主たる目的として締結されるもの

第百十一条

［同上］

［一節一条を加える。］

二

役員等が第 三者に生じた損害 を賠償する責任

を 負うこと 又は当該 責任の追 及に係る 請求を 受
け ることに よって当 該役員等 に生ずる ことの あ
る 損害（役 員等がそ の職務上 の義務に 違反し 若
し くは職務 を怠った ことによ って第三 者に生 じ
た 損害を賠 償する責 任を負う こと又は 当該責 任
の 追及に係 る請求を 受けるこ とによっ て当該 役
員 等に生ず ることの ある損害 を除く。 ）を保 険

計算等

者が塡補することを目的として締結されるもの
第五章

第五章 計算等

次に 掲げる規定に規定 する法務省令で

定め るべき事項 （事業 報告及びそ の附属 明細書に

次に 掲げる規定に規定 する法務省令で 第百十六条

定め るべき事項 （事業 報告及びそ の附属 明細書に

係る ものを除く 。）は 、会社計算 規則の 定めると

第百十六条

係る ものを除く 。）は 、会社計算 規則の 定めると

ころによる。
略］

法第四百四十五条第四項から第六項まで

［一～八
九

ころによる。
同上］

法第四百四十五条第四項及び第五項

［一～八
九

［十～十五 同上］

略］

［十～十五

（公開会社の特則）

株式 会社が当該事業年 度の末日におい

（公開会社の特則）

株式 会社が当該事業年 度の末日におい 第百十九条

て公 開会社であ る場合 には、次に 掲げる 事項を事

第百十九条

て公 開会社であ る場合 には、次に 掲げる 事項を事

同上］
［号を加える。］

［一・二

業報告の内容に含めなければならない。

株式会 社の役員等賠償責 任保険契約に関

略］

業報告の内容に含めなければならない。
［一・二
二の二
する事項

［三・四

同上］

［三・四

（株式会社の現況に関する事項）

略］

（株式会社の現況に関する事項）

況に 関する事項 」とは 、次に掲げ る事項 （当該株

式会 社の事業が 二以上 の部門に分 かれて いる場合

況に 関する事項 」とは 、次に掲げ る事項 （当該株

前条 第一号に規定する 「株式会社の現

式会 社の事業が 二以上 の部門に分 かれて いる場合

にあ っては、部 門別に 区別するこ とが困 難である

前条 第一号に規定する 「株式会社の現 第百二十条

にあ っては、部 門別に 区別するこ とが困 難である

場合 を除き、そ の部門 別に区別さ れた事 項）とす

第百二十条

場合 を除き、そ の部門 別に区別さ れた事 項）とす

る。
同上］

重要な親会社及び子会社の状況

同上］
［２・３ 同上］

［八・九

七

［一～六

る。
略］

重要な親会 社及び子会社の状 況（当該親会社

［一～六
七

と 当該株式 会社との 間に当該 株式会社 の重要 な
財 務及び事 業の方針 に関する 契約等が 存在す る

略］

場合には、その内容の概要を含む。）
［八・九

［２・３ 略］

（株式会社の会社役員に関する事項）

（株式会社の会社役員に関する事項）

会社 の会社役員 に関す る事項」と は、次 に掲げる

事項 とする。た だし、 当該事業年 度の末 日におい

会社 の会社役員 に関す る事項」と は、次 に掲げる

第 百十九条第二号に 規定する「株式

事項 とする。た だし、 当該事業年 度の末 日におい

て指 名委員会等 設置会 社でない株 式会社 にあって

第 百十九条第二号に 規定する「株式 第百二十一条

て監 査役会設置 会社（ 公開会社で あり、 かつ、大

は、第六号に掲げる事項を省略することができ

第百二十一条

会社 であるもの に限る 。）であっ て金融 商品取引

会社役員（ 直前の定時株主総 会の終結の日の

る。

一

法第 二十四条第 一項の 規定により その発 行する株
式に ついて有価 証券報 告書を内閣 総理大 臣に提出
しな ければなら ないも の、監査等 委員会 設置会社
又は 指名委員会 等設置 会社でない 株式会 社にあっ
ては 、第六号の 二に掲 げる事項を 省略す ることが

会社役員（ 直前の定時株主総 会の終結の日の

できる。
一

十 八条第二 項におい て同じ。 ）の氏名 （会計 参

三 号の二ま で、第八 号及び第 九号並び に第百 二

翌 日以降に 在任して いた者に 限る。次 号から 第

項 において 同じ。） の氏名（ 会計参与 にあっ て

号 、第八号 及び第九 号並びに 第百二十 八条第 二

翌 日以降に 在任して いた者に 限る。次 号、第 三

［同上］

は、氏名又は名称）
二

与にあっては、氏名又は名称）
［略］

該 株式会社 との間で 法第四百 二十七条 第一項 の

二

の 号におい て同じ。 ）と当該 株式会社 との間 で

契 約を締結 している ときは、 当該契約 の内容 の

会社役員（ 取締役又は監査役 に限る。）と当

法 第四百二 十七条第 一項の契 約を締結 してい る

概 要（当該 契約によ って当該 会社役員 の職務 の

三

と きは、当 該契約の 内容の概 要（当該 契約に よ

適 正性が損 なわれな いように するため の措置 を

会社役員（ 取締役又は監査役 に限る。以下こ

っ て当該会 社役員の 職務の執 行の適正 性が損 な

講 じている 場合にあ っては、 その内容 を含む 。

三

わ れないよ うにする ための措 置を講じ ている 場

［号を加える。］

）
会社役 員（取締役、監査 役又は執行役に

合にあっては、その内容を含む。）
三の二

限 る。以下 この号に おいて同 じ。）と 当該株 式
会 社との間 で補償契 約を締結 している ときは 、
次に掲げる事項

当該補償 契約の内容の概要 （当該補償契約

イ 当該会社役員の氏名
ロ

に よって 当該 会社役 員の職 務の 執行の 適正 性
が 損なわ れな いよう にする ため の措置 を講 じ

当該株 式会社が会社役員 （取締役、監査

ている場合にあっては、その内容を含む。）
三の三

役 又は執行 役に限り 、当該事 業年度の 前事業 年
度 の末日ま でに退任 した者を 含む。以 下この 号
及 び次号に おいて同 じ。）に 対して補 償契約 に
基 づき法第 四百三十 条の二第 一項第一 号に掲 げ

［号を加える。］

る 費用を補 償した場 合におい て、当該 株式会 社
が 、当該事 業年度に おいて、 当該会社 役員が 同
号 の職務の 執行に関 し法令の 規定に違 反した こ

当該株 式会社が会社役員 に対して補償契

と又は責任を負うことを知ったときは、その旨
三の四

約 に基づき 法第四百 三十条の 二第一項 第二号 に
掲 げる損失 を補償し たときは 、その旨 及び補 償
した金額
当該事業年 度に係る会社役員 の報酬等につい

当該事業年 度に係る会社役員 の報酬等につい

［号を加える。］

四

て 、次のイ からハま でに掲げ る場合の 区分に 応

四

て 、次のイ からハま でに掲げ る場合の 区分に 応

会社役員 の全部につき取締 役（監査等委員

会 設置会 社に あって は、監 査等 委員で ある 取

イ

じ、当該イからハまでに定める事項

会社役員 の全部につき取締 役（監査等委員

じ、当該イからハまでに定める事項
イ

会 設置会 社に あって は、監 査等 委員で ある 取

酬 等又は 非金 銭報酬 等を含 む場 合には 、業 績

と の報酬 等の 総額（ 当該報 酬等 が業績 連動 報

て 同じ。 ）、 会計参 与、監 査役 又は執 行役 ご

締 役又は それ 以外の 取締役 。イ 及びハ にお い

報酬等の総額及び員数

取締役、会 計参与、監査役又 は執行役ごとの

との報酬等の総額を掲げることとする場合

て 同じ。 ）、 会計参 与、監 査役 又は執 行役 ご

締 役又は それ 以外の 取締役 。イ 及びハ にお い

当該 会

会社役員 の全部につき当該 会社役員ごとの

連 動報酬 等の 総額、 非金銭 報酬 等の総 額及 び
そ れら以 外の 報酬等 の総額 。イ 及びハ 並び に

取 締役、 会計 参

第 百二十 四条 第五号 イ及び ハに おいて 同じ 。
） を掲げ るこ ととす る場合

与 、監査 役又 は執行 役ごと の報 酬等の 総額 及
び員数
ロ

報 酬等の 額を 掲げる ことと する 場合

会社役員 の全部につき当該 会社役員ごとの

報 酬等の 額（ 当該報 酬等が 業績 連動報 酬等 又

社役員ごとの報酬等の額

ロ

は 非金銭 報酬 等を含 む場合 には 、業績 連動 報

五

酬 等の額 、非 金銭報 酬等の 額及 びそれ ら以 外
の 報酬等 の額 。ロ及 びハ並 びに 第百二 十四 条

当該 会社役 員ご との報 酬等 の

第 五号ロ 及び ハにお いて同 じ。 ）を掲 げる こ
と とする 場合
額
ハ ［略］

前二号 の会社役員の報酬 等の全部又は一

［略］

五の二

部 が業績連 動報酬等 である場 合には、 次に掲 げ

当該業績 連動報酬等の額又 は数の算定の基

る事項
イ

礎 として 選定 した業 績指標 の内 容及び 当該 業
績指標を選定した理由

［同上］

ハ ［同上］
五

［号を加える。］

当該業績 連動報酬等の額又 は数の算定に用

ロ 当該業績連動報酬等の額又は数の算定方法
ハ

第四号 及び第五号の会社 役員の報酬等の

いたイの業績指標に関する実績
五の三
全 部又は一 部が非金 銭報酬等 である場 合には 、

会社役 員の報酬等につい ての定款の定め

当該非金銭報酬等の内容
五の四

又 は株主総 会の決議 による定 めに関す る次に 掲

当該定款 の定めを設けた日 又は当該株主総

げる事項
イ
会の決議の日
ロ 当該定めの内容の概要
ハ 当該定めに係る会社役員の員数

［号を加える。］

［号を加える。］

六

法第三百六 十一条第七項の方 針又は法第四百

九 条第一項 の方針を 定めてい るときは 、次に 掲
げる事項
イ 当該方針の決定の方法

当該事業 年度に係る取締役 （監査等委員で

ロ 当該方針の内容の概要
ハ

あ る取締 役を 除き、 指名委 員会 等設置 会社 に
あ っては 、執 行役等 ）の個 人別 の報酬 等の 内
容が当該方針に沿うものであると取締役会
（ 指名委 員会 等設置 会社に あっ ては、 報酬 委

各会社 役員の報酬等の額 又はその算定方

員会）が判断した理由
六の二

法に係る決定に関する方針（前号の方針を除

各会社役員 の報酬等の額又は その算定方法に

［号を加える。］

六

係 る決定に 関する方 針を定め ていると きは、 当

く 。）を定 めている ときは、 当該方針 の決定 の

株式会 社が当該事業年度 の末日において

方法及びその方針の内容の概要
六の三
取 締役会設 置会社（ 指名委員 会等設置 会社を 除
く 。）であ る場合に おいて、 取締役会 から委 任
を 受けた取 締役その 他の第三 者が当該 事業年 度
に係る取締役（監査等委員である取締役を除
く 。）の個 人別の報 酬等の内 容の全部 又は一 部

当該委任 を受けた者の氏名 並びに当該内容

を決定したときは、その旨及び次に掲げる事項
イ

を 決定し た日 におけ る当該 株式 会社に おけ る
地位及び担当
ロ イの者に委任された権限の内容

該方針の決定の方法及びその方針の内容の概要

［号を加える。］

イの者に よりロの権限が適 切に行使される

ハ イの者にロの権限を委任した理由
ニ
よ うにす るた めの措 置を講 じた 場合に あっ て

略］

は、その内容
［七～十一

［七～十一 同上］

第百十九条第二号の二に規定す ［条を加える。］

（株式会社の役 員等賠償責任保険 契約に関する事
項）
第百二十一条の二

る「 株式会社の 役員等 賠償責任保 険契約 に関する
事項 」とは、当 該株式 会社が保険 者との 間で役員
等賠 償責任保険 契約を 締結してい るとき における

当該役員等 賠償責任保険契約 の被保険者の範

次に掲げる事項とする。
一

囲
二

当該役員等賠償責任保険契約の内容の概要

（ 被保険者 が実質的 に保険料 を負担し ている 場
合 にあって はその負 担割合、 塡補の対 象とさ れ
る 保険事故 の概要及 び当該役 員等賠償 責任保 険
契 約によっ て被保険 者である 役員等（ 当該株 式
会 社の役員 等に限る 。）の職 務の執行 の適正 性
が 損なわれ ないよう にするた めの措置 を講じ て
いる場合にあってはその内容を含む。）
（株式会社の株式に関する事項）

（株式会社の株式に関する事項）

第 百十九条第三号に 規定する「株式

会社 の株式に関 する事 項」とは、 次に掲 げる事項

第 百十九条第三号に 規定する「株式 第百二十二条

会社 の株式に関 する事 項」とは、 次に掲 げる事項

とする。

第百二十二条

とする。

一
当該事業年度中に当該株式会社の会社役員

［略］

［号を加える。］

一

［同上］

二
（ 会社役員 であった 者を含む 。）に対 して当 該
株 式会社が 交付した 当該株式 会社の株 式（職 務
執 行の対価 として交 付したも のに限り 、当該 株
式 会社が会 社役員に 対して職 務執行の 対価と し
て 募集株式 と引換え にする払 込みに充 てるた め
の 金銭を交 付した場 合におい て、当該 金銭の 払
込 みと引換 えに当該 株式会社 の株式を 交付し た
と きにおけ る当該株 式を含む 。以下こ の号に お
い て同じ。 ）がある ときは、 次に掲げ る者（ 次
に 掲げる者 であった 者を含む 。）の区 分ごと の
株 式の数（ 種類株式 発行会社 にあって は、株 式

２

の 種類及び 種類ごと の数）及 び株式の 交付を 受

当該株式 会社の取締役（監 査等委員である

けた者の人数
イ

当該株式 会社の社外取締役 （監査等委員で

取 締役及 び社 外役員 を除き 、執 行役を 含む 。
）
ロ

ある取締役を除き、社外役員に限る。）

当該株式 会社の取締役（執 行役を含む。）

前二号に掲 げるもののほか、 株式会社の株式

以外の会社役員

ニ

ハ 当該株式会社の監査等委員である取締役

三

に関する重要な事項
［略］

２

二

前号に掲げ るもののほか、株 式会社の株式に
関する重要な事項
［同上］

（株式会社の新株予約権等に関する事項）

（株式会社の新株予約権等に関する事項）

第 百十九条第四号に 規定する「株式

会社 の新株予約 権等に 関する事項 」とは 、次に掲

第 百十九条第四号に 規定する「株式 第百二十三条

会社 の新株予約 権等に 関する事項 」とは 、次に掲

げる事項とする。

第百二十三条

げる事項とする。

価 として当 該株式会 社が交付 したもの に限り 、

が 当該株式 会社の新 株予約権 等（職務 執行の 対

て いる者に 限る。以 下この条 において 同じ。 ）

会 社役員（ 当該事業 年度の末 日におい て在任 し

以 下この号 及び次号 において 同じ。） を有し て

価 として当 該株式会 社が交付 したもの に限る 。

が 当該株式 会社の新 株予約権 等（職務 執行の 対

て いる者に 限る。以 下この条 において 同じ。 ）

会 社役員（ 当該事業 年度の末 日におい て在任 し

当該事業年 度の末日において 当該株式会社の

当 該株式会 社が会社 役員に対 して職務 執行の 対

い るときは 、次に掲 げる者の 区分ごと の当該 新

一

価 として募 集新株予 約権と引 換えにす る払込 み

株 予約権等 の内容の 概要及び 新株予約 権等を 有

当該事業年 度の末日において 当該株式会社の

に 充てるた めの金銭 を交付し た場合に おいて 、

する者の人数

一

当 該金銭の 払込みと 引換えに 当該株式 会社の 新

株 予約権を 交付した ときにお ける当該 新株予 約
権 を含む。 以下この 号及び次 号におい て同じ 。
） を有して いるとき は、次に 掲げる者 の区分 ご
と の当該新 株予約権 等の内容 の概要及 び新株 予

略］

約権等を有する者の人数
［イ～ニ

［イ～ニ 同上］
同上］

［二・三

略］

［二・三

（社外役員等に関する特則）

会 社役員のうち社外 役員である者が

（社外役員等に関する特則）

会 社役員のうち社外 役員である者が 第百二十四条

存す る場合には 、株式 会社の会社 役員に 関する事

第百二十四条

存す る場合には 、株式 会社の会社 役員に 関する事

項に は、第百二 十一条 に規定する 事項の ほか、次

同上］

項に は、第百二 十一条 に規定する 事項の ほか、次

［一～三

に掲げる事項を含むものとする。
略］

に掲げる事項を含むものとする。
［一～三

四

各社外役員 の当該事業年度に おける主な活動

状況（次に掲げる事項を含む。）
略］

当該社外 役員が社外取締役 であるときは、

［イ～ニ
ホ
当 該社外 役員 が果た すこと が期 待され る役 割
に 関して 行っ た職務 の概要 （イ からニ まで に

略］

掲げる事項を除く。）
［五～八
［項を削る。］

四

各社外役員 の当該事業年度に おける主な活動

状況（次に掲げる事項を含む。）
［イ～ニ 同上］
［号の細分を加える。］

同上］

事業年度の末 日において監査役 会設置会社（大

［五～八
２

会社 に限る。） であっ て金融商品 取引法 第二十四

条第 一項の規定 により その発行す る株式 について

有価 証券報告書 を内閣 総理大臣に 提出し なければ

なら ないものが 社外取 締役を置い ていな い場合に

［項を削る。］

は、 株式会社の 会社役 員に関する 事項と して、第

百二 十一条に規 定する 事項のほか 、社外 取締役を

置く ことが相当 でない 理由を事業 報告の 内容に含

前項の理由は 、当該監査役会設 置会社の当該事

めなければならない。
３

業年 度における 事情に 応じて記載 し、又 は記録し

なけ ればならな い。こ の場合にお いて、 社外監査

役が 二人以上あ ること のみをもっ て当該 理由とす
ることはできない。

株 式会社が当該事業 年度の末日にお

いて 会計参与設 置会社 である場合 におい て、会計

株 式会社が当該事業 年度の末日にお 第百二十五条

いて 会計参与設 置会社 である場合 には、 次に掲げ

参与 と当該株式 会社と の間で法第 四百二 十七条第

第百二十五条

る事項を事業報告の内容としなければならない。

一項 の契約を締 結して いるときは 、当該 契約の内

一

会計参与と 当該株式会社との 間で法第四百二

十 七条第一 項の契約 を締結し ていると きは、 当
該 契約の内 容の概要 （当該契 約によっ て当該 会
計 参与の職 務の執行 の適正性 が損なわ れない よ
う にするた めの措置 を講じて いる場合 にあっ て

会計参与と 当該株式会社との 間で補償契約を

は、その内容を含む。）
二

締結しているときは、次に掲げる事項
イ 当該会計参与の氏名又は名称

容の 概要（当該 契約に よって当該 会計参 与の職務

の適 正性が損な われな いようにす るため の措置を

講じ ている場合 にあっ ては、その 内容を 含む。）

を事業報告の内容としなければならない。
［号を加える。］

［号を加える。］

三

ロ

当該補償 契約の内容の概要 （当該補償契約

に よって 当該 会計参 与の職 務の 執行の 適正 性
が 損なわ れな いよう にする ため の措置 を講 じ
ている場合にあっては、その内容を含む。）
当該株式会 社が会計参与（当 該事業年度の前

事 業年度の 末日まで に退任し た者を含 む。以 下
こ の号及び 次号にお いて同じ 。）に対 して補 償
契 約に基づ き法第四 百三十条 の二第一 項第一 号
に 掲げる費 用を補償 した場合 において 、当該 株
式 会社が、 当該事業 年度にお いて、当 該会計 参
与 が同号の 職務の執 行に関し 法令の規 定に違 反
し たこと又 は責任を 負うこと を知った ときは 、
その旨

［号を加える。］

四

当該株式会 社が会計参与に対 して補償契約に

基 づき法第 四百三十 条の二第 一項第二 号に掲 げ
る 損失を補 償したと きは、そ の旨及び 補償し た
金額

［号を加える。］

いて 会計監査人 設置会 社である場 合には 、次に掲

げる 事項（株式 会社が 当該事業年 度の末 日におい

いて 会計監査人 設置会 社である場 合には 、次に掲

株 式会社が当該事業 年度の末日にお

げる 事項（株式 会社が 当該事業年 度の末 日におい

て公 開会社でな い場合 にあっては 、第二 号から第

株 式会社が当該事業 年度の末日にお 第百二十六条

て公 開会社でな い場合 にあっては 、第二 号から第

四号 までに掲げ る事項 を除く。） を事業 報告の内

第百二十六条

四号 までに掲げ る事項 を除く。） を事業 報告の内

容としなければならない。
同上］

会計監査人 と当該株式会社と の間で法第四百

二 十七条第 一項の契 約を締結 している ときは 、

七

［一～六

容としなければならない。
略］

会計監査人 と当該株式会社と の間で法第四百

［一～六
七

二 十七条第 一項の契 約を締結 している ときは 、

い ようにす るための 措置を講 じている 場合に あ

会 計監査人 の職務の 執行の適 正性が損 なわれ な

当 該契約の 内容の概 要（当該 契約によ って当 該

に するため の措置を 講じてい る場合に あって は

会 計監査人 の職務の 適正性が 損なわれ ないよ う

当 該契約の 内容の概 要（当該 契約によ って当 該

［号を加える。］

［号を加える。］

、その内容を含む。）

会計監 査人と当該株式会 社との間で補償

っては、その内容を含む。）
七の二

契約を締結しているときは、次に掲げる事項

当該補償 契約の内容の概要 （当該補償契約

イ 当該会計監査人の氏名又は名称
ロ

に よって 当該 会計監 査人の 職務 の執行 の適 正
性 が損な われ ないよ うにす るた めの措 置を 講

当該株 式会社が会計監査 人（当該事業年

じ ている 場合 にあっ ては、 その 内容を 含む 。
）
七の三

度の前事業年度の末日までに退任した者を含
む 。以下こ の号及び 次号にお いて同じ 。）に 対
し て補償契 約に基づ き法第四 百三十条 の二第 一
項 第一号に 掲げる費 用を補償 した場合 におい て
、 当該株式 会社が、 当該事業 年度にお いて、 当
該 会計監査 人が同号 の職務の 執行に関 し法令 の
規 定に違反 したこと 又は責任 を負うこ とを知 っ

当該株 式会社が会計監査 人に対して補償

たときは、その旨
七の四

契 約に基づ き法第四 百三十条 の二第一 項第二 号
に 掲げる損 失を補償 したとき は、その 旨及び 補

略］

償した金額
［八～十

同上］

［号を加える。］

［八～十

第百三十三条

［１・２ 略］

第百三十三条

［１・２ 同上］

限る 。第七項に おいて 同じ。）を とる場 合におけ

送信 装置を使用 する方 法によって 行われ るものに

法の うち、イン ターネ ットに接続 された 自動公衆

措置 （第二百二 十二条 第一項第一 号ロに 掲げる方

より 株主が提供 を受け ることがで きる状 態に置く

月が 経過する日 までの 間、継続し て電磁 的方法に

通知 を発出する 時から 定時株主総 会の日 から三箇

除く 。）に係る 情報を 、定時株主 総会に 係る招集

る前 項の規定の 適用に ついては、 当該事 項につき

限る 。第七項に おいて 同じ。）を とる場 合におけ

送信 装置を使用 する方 法によって 行われ るものに

法の うち、イン ターネ ットに接続 された 自動公衆

措置 （第二百二 十二条 第一項第一 号ロに 掲げる方

より 株主が提供 を受け ることがで きる状 態に置く

月が 経過する日 までの 間、継続し て電磁 的方法に

通知 を発出する 時から 定時株主総 会の日 から三箇

除く 。）に係る 情報を 、定時株主 総会に 係る招集

事業報告に表 示すべき事項（次 に掲げるものを

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

事業報告に表 示すべき事項（次 に掲げるものを ３

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

３

定め る方法によ り株主 に対して提 供した ものとみ

めがある場合に限る。

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。

なす 。ただし、 この項 の措置をと る旨の 定款の定

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、 第二号 及

一

び 第八号、 第百二十 一条第一 号、第二 号及び 第

び 第四号か ら第六号 までに掲 げる事項 並びに 第

第百二十条 第一項第四号、第 五号、第七号及

三 号の二か ら第六号 の三まで 、第百二 十一条 の

百 二十四条 第二項の 規定によ り事業報 告に表 示

一

二 、第百二 十五条第 二号から 第四号ま で並び に

［同上］

すべき事項

二

第 百二十六 条第七号 の二から 第七号の 四まで に
掲げる事項
［略］

［４～７ 同上］

二
［４～７ 略］

（総資産額）

法 第四百六十七条第 一項第二号及び

第二 号の二イに 規定す る法務省令 で定め る方法は

法 第四百六十七条第 一項第二号及び 第百三十四条

（総資産額）
第百三十四条

第二 号の二イに 規定す る法務省令 で定め る方法は

て株式会社の総資産額とする方法とする。

計額 から第十号 に掲げ る額を減じ て得た 額をもっ

）に おける第一 号から 第九号まで に掲げ る額の合

は、 当該時）を いう。 以下この条 におい て同じ。

前ま での間の時 に限る 。）を定め た場合 にあって

締結 した日後か ら当該 譲渡の効力 が生ず る時の直

り当 該契約を締 結した 日と異なる 時（当 該契約を

する 譲渡に係る 契約を 締結した日 （当該 契約によ

、算 定基準日（ 同項第 二号又は第 二号の 二に規定

て株式会社の総資産額とする方法とする。

計額 から第九号 に掲げ る額を減じ て得た 額をもっ

）に おける第一 号から 第八号まで に掲げ る額の合

は、 当該時）を いう。 以下この条 におい て同じ。

前ま での間の時 に限る 。）を定め た場合 にあって

締結 した日後か ら当該 譲渡の効力 が生ず る時の直

り当 該契約を締 結した 日と異なる 時（当 該契約を

する 譲渡に係る 契約を 締結した日 （当該 契約によ

、算 定基準日（ 同項第 二号又は第 二号の 二に規定

［同上］

［号を加える。］

同上］

株式引受権の帳簿価額

六

［同上］

［一～五

六
［略］

七

略］

七

［略］

［一～五

八

九

［略］
九

八
［同上］

［同上］

［同上］
（純資産額）

２

［略］
［略］

十
２
（純資産額）

が生 ずる時の直 前まで の間の時に 限る。 ）を定め

時（ 当該契約を 締結し た日後から 当該取 得の効力

（当 該契約によ り当該 契約を締結 した日 と異なる

（同号に規定する取得に係る契約を締結した日

規定する法務省令で定める方法は、算定基準日

た場 合にあって は、当 該時）をい う。以 下この条

が生 ずる時の直 前まで の間の時に 限る。 ）を定め

時（ 当該契約を 締結し た日後から 当該取 得の効力

（当 該契約によ り当該 契約を締結 した日 と異なる

（同号に規定する取得に係る契約を締結した日

規定する法務省令で定める方法は、算定基準日

法 第四百六十七条第 一項第五号ロに

た場 合にあって は、当 該時）をい う。以 下この条

にお いて同じ。 ）にお ける第一号 から第 六号まで

法 第四百六十七条第 一項第五号ロに 第百三十五条

にお いて同じ。 ）にお ける第一号 から第 七号まで

に掲 げる額の合 計額か ら第七号に 掲げる 額を減じ

第百三十五条

に掲 げる額の合 計額か ら第八号に 掲げる 額を減じ

する方法とする。

ては 、五百万円 ）をも って株式会 社の純 資産額と

て得 た額（当該 額が五 百万円を下 回る場 合にあっ

する方法とする。

ては 、五百万円 ）をも って株式会 社の純 資産額と

て得 た額（当該 額が五 百万円を下 回る場 合にあっ

［号を加える。］

同上］

［同上］

［一～五

株式引受権の帳簿価額

六

略］

六
［略］

［同上］

［一～五

七

七

［同上］
（純資産額）

２

［略］
［略］

八
２
（純資産額）

定す る法務省令 で定め る方法は、 算定基 準日（法

法 第四百六十八条第 二項第二号に規

定す る法務省令 で定め る方法は、 算定基 準日（法

第四 百六十七条 第一項 第三号に規 定する 譲受けに

法 第四百六十八条第 二項第二号に規 第百三十七条

第四 百六十七条 第一項 第三号に規 定する 譲受けに

係る 契約を締結 した日 （当該契約 により 当該契約

第百三十七条

係る 契約を締結 した日 （当該契約 により 当該契約

て株式会社の純資産額とする方法とする。

万円 を下回る場 合にあ っては、五 百万円 ）をもっ

第八 号に掲げる 額を減 じて得た額 （当該 額が五百

る第 一号から第 七号ま でに掲げる 額の合 計額から

時） をいう。以 下この 条において 同じ。 ）におけ

間の 時に限る。 ）を定 めた場合に あって は、当該

後か ら当該譲受 けの効 力が生ずる 時の直 前までの

を締 結した日と 異なる 時（当該契 約を締 結した日

て株式会社の純資産額とする方法とする。

万円 を下回る場 合にあ っては、五 百万円 ）をもっ

第七 号に掲げる 額を減 じて得た額 （当該 額が五百

る第 一号から第 六号ま でに掲げる 額の合 計額から

時） をいう。以 下この 条において 同じ。 ）におけ

間の 時に限る。 ）を定 めた場合に あって は、当該

後か ら当該譲受 けの効 力が生ずる 時の直 前までの

を締 結した日と 異なる 時（当該契 約を締 結した日

［号を加える。］

同上］

［同上］

［一～五

株式引受権の帳簿価額

六

略］

六
［略］

［一～五

七

［同上］
［同上］

七
２

［略］
［略］

八
２

きる場合）

法 第五百九条第三項 に規定する法務 第百五十一条

（清算株式会社 が自己の株式を取 得することがで
きる場合）

（清算株式会社 が自己の株式を取 得することがで

［一～四

同上］

省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

法 第五百九条第三項 に規定する法務

第百五十一条

略］

省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
［一～四

項 、第八百 六条第五 項又は第 八百十六 条の六 第

、 第七百八 十五条第 五項、第 七百九十 七条第 五

百 八十二条 の四第四 項、第四 百六十九 条第五 項

会 社につい て他の法 令におい て準用す る場合 を

項 又は第八 百六条第 五項（こ れらの規 定を株 式

、 第七百八 十五条第 五項、第 七百九十 七条第 五

百 八十二条 の四第四 項、第四 百六十九 条第五 項

当該清算株 式会社が法第百十 六条第五項、第

五 項（これ らの規定 を株式会 社につい て他の 法

含 む。）に 規定する 株式買取 請求（清 算株式 会

五

令 において 準用する 場合を含 む。）に 規定す る

社 となる前 にした行 為に際し て行使さ れたも の

当該清算株 式会社が法第百十 六条第五項、第

株 式買取請 求（清算 株式会社 となる前 にした 行

に 限る。） に応じて 当該清算 株式会社 の株式 を

五

為 に際して 行使され たものに 限る。） に応じ て

当該清算株式会社の株式を取得する場合

法 第六百七十六条第 十二号に規定す

取得する場合
六

［同上］

六

（募集事項）

［略］

（募集事項）

法 第六百七十六条第 十二号に規定す 第百六十二条

る法 務省令で定 める事 項は、次に 掲げる 事項とす

第百六十二条
る法 務省令で定 める事 項は、次に 掲げる 事項とす

る。
同上］

法第七百十 一条第二項本文に 規定するときは

［号を加える。］

、同項本文に規定する事由

五

［一～四

る。
略］

法第七百十 一条第二項本文（ 法第七百十四条

［一～四
五

の 七におい て読み替 えて準用 する場合 を含む 。

法第七百十 四条の二の規定に よる委託に係る

）に規定するときは、同項本文に規定する事由
六

契 約におい て法第七 百十四条 の四第二 項各号 に
掲 げる行為 をする権 限の全部 若しくは 一部又 は

法 に規定す る社債管 理補助者 の権限以 外の権 限

法第七百十 四条の二の規定に よる委託に係る

を定めるときは、その権限の内容
七
契 約におけ る法第七 百十四条 の四第四 項の規 定
に よる報告 又は同項 に規定す る措置に 係る定 め
の内容

［号を加える。］

六

［同上］

八

（申込みをしよ うとする者に対し て通知すべき事

［略］

（申込みをしよ うとする者に対し て通知すべき事

法 第六百七十七条第 一項第三号に規

項）
法 第六百七十七条第 一項第三号に規 第百六十三条

項）
第百六十三条

定す る法務省令 で定め る事項は、 次に掲 げる事項

［同上］

定す る法務省令 で定め る事項は、 次に掲 げる事項

一

とする。

［略］

とする。
一

二

社債管理補 助者を定めたとき は、その氏名又

は名称及び住所

［号を加える。］

［同上］

二

［略］

三

（社債の種類）

法 第六百八十一条第 一号に規定する

（社債の種類）

法 第六百八十一条第 一号に規定する 第百六十五条

法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とす

第百六十五条

法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とす

る。
同上］

六

［号を加える。］

［一～五

る。
略］

社債管理者 を定めないことと するときは、そ

［一～五
六

［略］

［号を加える。］

の旨
七

社債管理補 助者を定めること とするときは、

［同上］

八

その旨

九

［略］
八

七
［同上］

［同上］

九

［同上］

［同上］

［号を加える。］

［略］
社債管理 補助者を定めたと きは、その氏名

十
十一
又 は名称及 び住所並 びに法第 七百十四 条の二 の

十二 ［略］

十

規定による委託に係る契約の内容

十三 ［略］

第二章 社債管理者

十一 ［同上］
社債管理者等

十四 ［略］
第二章

法第七百十四条の三に規定する ［条を加える。］

（社債管理補助者の資格）
第百七十一条の二

弁護士

法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一

二
社債権者集会

弁護士法人
第三章

第三章 社債権者集会

社 債権者集会参考書 類には、次に掲

（社債権者集会参考書類）

社 債権者集会参考書 類には、次に掲 第百七十三条

（社債権者集会参考書類）
第百七十三条

一

議案が代表 社債権者の選任に 関する議案であ

［同上］

げる事項を記載しなければならない。

［略］

二

げる事項を記載しなければならない。
一

議案が代表 社債権者の選任に 関する議案であ

候補者が 社債発行会社又は 社債管理者と特

［２～４ 同上］

別の利害関係があるときは、その事実の概要

ハ

［イ・ロ 同上］

るときは、次に掲げる事項

二
るときは、次に掲げる事項
略］

候補者が 社債発行会社、社 債管理者又は社

［イ・ロ
ハ

債 管理補 助者 と特別 の利害 関係 がある とき は
、その事実の概要
［２～４ 略］

（議決権行使書面）

（議決権行使書面）

り交 付すべき議 決権行 使書面に記 載すべ き事項又

法 第七百二十一条第 一項の規定によ

り交 付すべき議 決権行 使書面に記 載すべ き事項又

は法 第七百二十 二条第 一項若しく は第二 項の規定

法 第七百二十一条第 一項の規定によ 第百七十四条

は法 第七百二十 二条第 一項若しく は第二 項の規定

によ り電磁的方 法によ り提供すべ き議決 権行使書

第百七十四条

によ り電磁的方 法によ り提供すべ き議決 権行使書

面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
同上］

議決権を行 使すべき社債権者 の氏名又は名称

社債権者集会 の議事録は、次に 掲げる事項を内

第百七十七条 ［１・２ 同上］

（社債権者集会の議事録）

［２～４ 同上］

及び行使することができる議決権の数

五

［一～四

面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
略］

議決権を行 使すべき社債権者 の氏名又は名称

［一～四
五

及び行使することができる議決権の額
［２～４ 略］
（社債権者集会の議事録）
［１・２ 略］

社債権者集会 の議事録は、次に 掲げる事項を内 ３

第百七十七条
３

容とするものでなければならない。
略］

社債権者集 会に出席した社債 発行会社の代表

［一～三
四

社債権者集 会に出席した社債 管理者の代表者

者又は代理人の氏名
五

若 しくは代 理人の氏 名又は社 債管理補 助者若 し

容とするものでなければならない。
同上］

社債権者集 会に出席した社債 発行会社の代表

［一～三
四

者又は社債管理者の氏名又は名称

五

［同上］

［同上］

［号を加える。］

［略］

六

くはその代表者若しくは代理人の氏名
六
［略］

法第七百三十五条の二第一項の規定により社債 ［項を加える。］

七
４

権者 集会の決議 があっ たものとみ なされ た場合に
は、 社債権者集 会の議 事録は、次 の各号 に掲げる
事項を内容とするものとする。

一

社債権者集 会の決議があった ものとみなされ

二
社債権者集 会の決議があった ものとみなされ

前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

た事項の内容

三

組織 変更、合併、会社 分割、株式交換

議事録の作 成に係る職務を行 った者の氏名又

た日
四
は名称
第五編

株式交付子会社 の株式の譲渡し

、株式移転及び株式交付
第一章の二

の申込み
（申込みをしよ うとする者に対し て通知すべき事
項）

第五編

組織 変更、合併、会社 分割、株式交換
及び株式移転

［一章二条を加える。］

第百七十九条の二

法第七百七十四 条の四第一項第

三号 （法第七百 七十四 条の九にお いて準 用する場
合を 含む。）に 規定す る法務省令 で定め る事項は

交付対価について参考となるべき事項

、次に掲げる事項とする。
一

株式交付親会社の計算書類等に関する事項
この条におい て「交付対価」と は、株式交付親

二
２

会社 が株式交付 に際し て株式交付 子会社 の株式、
新株 予約権（新 株予約 権付社債に 付され たものを
除く 。以下この 条にお いて同じ。 ）又は 新株予約
権付 社債の譲渡 人に対 して当該株 式、新 株予約権
又は 新株予約権 付社債 の対価とし て交付 する金銭
等をいう。

３

第一項第一号 に規定する「交付 対価について参
考と なるべき事 項」と は、次に掲 げる事 項その他
これ に準ずる事 項（こ れらの事項 の全部 又は一部
を通 知しないこ とにつ き法第七百 七十四 条の四第
一項 （法第七百 七十四 条の九にお いて準 用する場
合を 含む。）の 申込み をしようと する者 の同意が
ある 場合にあっ ては、 当該同意が あった ものを除

交付対価と して交付する株式 交付親会社の株

く。）とする。
一

式に関する次に掲げる事項

次に掲げ る事項その他の交 付対価の換価の

イ 当該株式交付親会社の定款の定め
ロ

方法に関する事項

交付対価を取引する市場
交付対価の取引の媒介、取次ぎ又は代理

を行う者
交付対価の譲渡その他の処分に制限があ

るときは、その内容
交付対価 に市場価格がある ときは、その価

株式交付 親会社の過去五年 間にその末日が

つ き、 法令 の規 定に 基づ く公 告（ 法第 四百

ある事業年度に係る貸借対照表の内容に

最終事業年度

除く。）に係る貸借対照表の内容

到 来した 各事 業年度 （次に 掲げ る事業 年度 を

ニ

格に関する事項

ハ

(1)
(2)
(3)
(1)
(2)

四十条第三項の措置に相当するものを含
む 。） をし てい る場 合に おけ る当 該事 業年
度
ある事業年度に係る貸借対照表の内容に

つ き、 金融 商品 取引 法第 二十 四条 第一 項の
規 定に より 有価 証券 報告 書を 内閣 総理 大臣
に提出している場合における当該事業年度
交付対価の 一部が法人等の株 式、持分その他

）を日本語で表示した事項）

に あっては 、当該事 項（氏名 又は名称 を除く 。

事 項が日本 語以外の 言語で表 示されて いる場 合

除 く。）で あるとき は、次に 掲げる事 項（当 該

こ れらに準 ずるもの （株式交 付親会社 の株式 を

二

(3)

イ

当該法人 等の定款その他こ れに相当するも

当該法人 等が会社でないと きは、次に掲げ

のの定め
ロ
る 権利に 相当 する権 利その 他の 交付対 価に 係

録 をも って 作成 され てい る場 合に あっ ては

定款その他の資料（当該資料が電磁的記

ることを請求する権利

、 自己 の有 する 株式 を公 正な 価格 で買 い取

合併その他の行為がされる場合において

株主総会における議決権

残余財産の分配を受ける権利

剰余金の配当を受ける権利

る権利（重要でないものを除く。）の内容
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ハ

、 当該 電磁 的記 録に 記録 され た事 項を 表示
したもの）の閲覧又は謄写を請求する権利
当該法人 等が、その株主、 社員その他これ

ら に相当 する 者（以 下この 号、 第百八 十二 条
第 四項第 二号 及び第 百八十 四条 第四項 第二 号
に おいて 「株 主等」 という 。） に対し 、日 本
語 以外の 言語 を使用 して情 報の 提供を する こ

株式交付 が効力を生ずる日 に当該法人等の

ととされているときは、当該言語
ニ

株 主総会 その 他これ に相当 する ものの 開催 が
あ るもの とし た場合 におけ る当 該法人 等の 株
主 等が有 する と見込 まれる 議決 権その 他こ れ
に相当する権利の総数

ホ

当該法人 等について登記（ 当該法人等が外

国 の法令 に準 拠して 設立さ れた もので ある 場
合 にあっ ては 、法第 九百三 十三 条第一 項の 外
国 会社の 登記 又は外 国法人 の登 記及び 夫婦 財
産 契約の 登記 に関す る法律 第二 条の外 国法 人
の 登記に 限る 。）が されて いな いとき は、 次
に掲げる事項

の者 を除 く 。）

当該法人等を代表する者の氏名又は名称

及び住所
当該法 人等 の 役員 （

の氏名又は名称
当該法人 等の最終事業年度 （当該法人等が

会 社以外 のも のであ る場合 にあ っては 、最 終

ヘ

(1)

(1)
(2)

事 業年度 に相 当する もの。 以下 この号 にお い
て 同じ。 ）に 係る計 算書類 （最 終事業 年度 が
な い場合 にあ っては 、当該 法人 等の成 立の 日
に おける 貸借 対照表 ）その 他こ れに相 当す る
も のの内 容（ 当該計 算書類 その 他これ に相 当
す るもの につ いて監 査役、 監査 等委員 会、 監
査 委員会 、会 計監査 人その 他こ れらに 相当 す
る ものの 監査 を受け ている 場合 にあっ ては 、
監 査報告 その 他これ に相当 する ものの 内容 の

当該法人等が株式会社である場合

当該

次に掲げ る場合の区分に応 じ、次に定める

概要を含む。）
ト
事項
(1)

法 人等 の最 終事 業年 度に 係る 事業 報告 の内
容 （当 該事 業報 告に つい て監 査役 、監 査等
委 員会 又は 監査 委員 会の 監査 を受 けて いる
場 合に あっ ては 、監 査報 告の 内容 を含 む。
）
当該法人等が株式会社以外のものである
当該 法人 等の 最終 事業 年度 に係 る第

他これに相当するものの内容の概要を含

受 けて いる 場合 にあ って は、 監査 報告 その

員 会そ の他 これ らに 相当 する もの の監 査を

項 につ いて 監査 役、 監査 等委 員会 、監 査委

事 項に 相当 する 事項 の内 容の 概要 （当 該事

百 十八 条各 号及 び第 百十 九条 各号 に掲 げる

場合

(2)

チ

む。）
当該法人 等の過去五年間に その末日が到来

した各事業年度（次に掲げる事業年度を除
く 。）に 係る 貸借対 照表そ の他 これに 相当 す

れ に相 当す るも のの 内容 につ き、 金融 商品

ある事業年度に係る貸借対照表その他こ

場合における当該事業年度

措 置に 相当 する もの を含 む。 ）を して いる

定 に基 づく 公告 （法 第四 百四 十条 第三 項の

れ に相 当す るも のの 内容 につ き、 法令 の規

ある事業年度に係る貸借対照表その他こ

最終事業年度

るものの内容
(1)
(2)
(3)

取 引法 第二 十四 条第 一項 の規 定に より 有価
証 券報 告書 を内 閣総 理大 臣に 提出 して いる
場合における当該事業年度

交付対価 が自己株式の取得 、持分の払戻し

交付対価の 一部が株式交付親 会社の社債、新

手続に関する事項

受 けるこ とが できる もので ある ときは 、そ の

そ の他こ れら に相当 する方 法に より払 戻し を

ヌ

リ 前号ロ及びハに掲げる事項

三

株 予約権又 は新株予 約権付社 債である ときは 、

交付対価の 一部が法人等の社 債、新株予約権

第一号ロ及びハに掲げる事項
四

、 新株予約 権付社債 その他こ れらに準 ずるも の

４

（ 株式交付 親会社の 社債、新 株予約権 又は新 株
予 約権付社 債を除く 。）であ るときは 、次に 掲
げ る事項（ 当該事項 が日本語 以外の言 語で表 示
さ れている 場合にあ っては、 当該事項 （氏名 又
は名称を除く。）を日本語で表示した事項）
イ 第一号ロ及びハに掲げる事項

交付対価の 一部が株式交付親 会社その他の法

ロ 第二号イ及びホからチまでに掲げる事項
五

人 等の株式 、持分、 社債、新 株予約権 、新株 予
約 権付社債 その他こ れらに準 ずるもの 及び金 銭
以 外の財産 であると きは、第 一号ロ及 びハに 掲
げる事項
第一項第二号 に規定する「株式 交付親会社の計

算書 類等に関す る事項 」とは、次 に掲げ る事項と

最終事業年 度に係る計算書類 等（最終事業年

する。
一
度 がない場 合にあっ ては、株 式交付親 会社の 成

最終事業年 度の末日（最終事 業年度がない場

立の日における貸借対照表）の内容
二

合 にあって は、株式 交付親会 社の成立 の日。 次
号 において 同じ。） 後の日を 臨時決算 日（二 以
上 の臨時決 算日があ る場合に あっては 、最も 遅
い もの）と する臨時 計算書類 等がある ときは 、

最終事業年 度の末日後に重要 な財産の処分、

当該臨時計算書類等の内容
三

重 大な債務 の負担そ の他の会 社財産の 状況に 重

要 な影響を 与える事 象が生じ たときは 、その 内
容

法第七百七十四 条の四（法第七

（申込みをしよ うとする者に対す る通知を要しな
い場合）
第百七十九条の三

百七 十四条の九 におい て準用する 場合を 含む。以
下こ の条におい て同じ 。）第四項 に規定 する法務
省令 で定める場 合は、 次に掲げる 場合で あって、
株式 交付親会社 が法第 七百七十四 条の四 第一項の
申込 みをしよう とする 者に対して 同項各 号に掲げ

当該株式交 付親会社が金融商 品取引法の規定

る事項を提供している場合とする。
一

に 基づき目 論見書に 記載すべ き事項を 電磁的 方

当該株式交 付親会社が外国の 法令に基づき目

法により提供している場合
二
論 見書その 他これに 相当する 書面その 他の資 料

組織変更をする株式会社の手続

を提供している場合
第二章
（計算書類に関する事項）

第二章 組織変更をする株式会社の手続
（計算書類に関する事項）

定す る法務省令 で定め るものは、 同項の 規定によ

法 第七百七十九条第 二項第二号に規

定す る法務省令 で定め るものは、 同項の 規定によ

る公 告の日又は 同項の 規定による 催告の 日のいず

法 第七百七十九条第 二項第二号に規 第百八十一条

る公 告の日又は 同項の 規定による 催告の 日のいず

れか 早い日にお ける次 の各号に掲 げる場 合の区分

第百八十一条

れか 早い日にお ける次 の各号に掲 げる場 合の区分

最終事業年 度に係る貸借対照 表又はその要旨

に つき組織 変更をす る株式会 社が法第 四百四 十

一

に応じ、当該各号に定めるものとする。

最終事業年 度に係る貸借対照 表又はその要旨

に応じ、当該各号に定めるものとする。
一

に つき組織 変更をす る株式会 社が法第 四百四 十

条 第一項又 は第二項 の規定に よる公告 をして い

る場合 次に掲げるもの

条 第一項又 は第二項 の規定に より公告 をして い

最終事業年 度に係る貸借対照 表につき組織変

第三項第二十六号に掲げる事項

定 する措置 を執って いる場合

法第九 百十一 条

更 をする株 式会社が 法第四百 四十条第 三項に 規

二

［イ～ハ 同上］

る場合 次に掲げるもの
略］

最終事業年 度に係る貸借対照 表につき組織変

［イ～ハ
二

法第九 百十一 条

更 をする株 式会社が 法第四百 四十条第 三項に 規
定 する措置 をとって いる場合
第三項第二十六号に掲げる事項

同上］

［三～七

略］

［１・２ 同上］

［三～七

第百八十二条

（吸収合併消滅株式会社の事前開示事項）

［１・２ 略］

（吸収合併消滅株式会社の事前開示事項）
第百八十二条

第一項第一号 に規定する「合併 対価の相当性に

関す る事項」と は、次 に掲げる事 項その 他の法第

第一項第一号 に規定する「合併 対価の相当性に ３
関す る事項」と は、次 に掲げる事 項その 他の法第

七百 四十九条第 一項第 二号及び第 三号に 掲げる事

３

七百 四十九条第 一項第 二号及び第 三号に 掲げる事

まで に掲げる事 項につ いての定め （当該 定めがな

項又 は法第七百 五十一 条第一項第 二号か ら第四号

い場 合にあって は、当 該定めがな いこと ）の相当

まで に掲げる事 項につ いての定め （当該 定めがな

項又 は法第七百 五十一 条第一項第 二号か ら第四号

同上］

い場 合にあって は、当 該定めがな いこと ）の相当

［一・二

性に関する事項とする。

略］

性に関する事項とする。
［一・二

以 下この号 及び第百 八十四条 において 同じ。 ）

第 三十六号 に規定す る共通支 配下関係 をいう 。

が 共通支配 下関係（ 会社計算 規則第二 条第三 項

に あるとき は、当該 吸収合併 消滅株式 会社の 株

以 下この号 及び第百 八十四条 において 同じ。 ）

第 三十二号 に規定す る共通支 配下関係 をいう 。

が 共通支配 下関係（ 会社計算 規則第二 条第三 項

吸収合併存 続会社と吸収合併 消滅株式会社と

に あるとき は、当該 吸収合併 消滅株式 会社の 株

主 （当該吸 収合併消 滅株式会 社と共通 支配下 関

三

主 （当該吸 収合併消 滅株式会 社と共通 支配下 関

係 にある株 主を除く 。）の利 益を害さ ないよ う

吸収合併存 続会社と吸収合併 消滅株式会社と

係 にある株 主を除く 。）の利 益を害さ ないよ う

に 留意した 事項（当 該事項が ない場合 にあっ て

三

に 留意した 事項（当 該事項が ない場合 にあっ て

考と なるべき事 項」と は、次の各 号に掲 げる場合

は、その旨）

考と なるべき事 項」と は、次の各 号に掲 げる場合

の区 分に応じ、 当該各 号に定める 事項そ の他これ

は、その旨）

の区 分に応じ、 当該各 号に定める 事項そ の他これ

に準 ずる事項（ 法第七 百八十二条 第一項 に規定す

第一項第二号 に規定する「合併 対価について参

に準 ずる事項（ 法第七 百八十二条 第一項 に規定す

る書 面又は電磁 的記録 にこれらの 事項の 全部又は

第一項第二号 に規定する「合併 対価について参 ４

る書 面又は電磁 的記録 にこれらの 事項の 全部又は

一部 の記載又は 記録を しないこと につき 吸収合併

４

一部 の記載又は 記録を しないこと につき 吸収合併

消滅 株式会社の 総株主 の同意があ る場合 にあって

［同上］

消滅 株式会社の 総株主 の同意があ る場合 にあって

一

合併対価の 全部又は一部が法 人等の株式、持

は、当該同意があったものを除く。）とする。

［略］

二

は、当該同意があったものを除く。）とする。
一

合併対価の 全部又は一部が法 人等の株式、持

社 の株式又 は持分を 除く。） である場 合

次に

分 その他こ れらに準 ずるもの （吸収合 併存続 会

二

次に

分 その他こ れらに準 ずるもの （吸収合 併存続 会
社 の株式又 は持分を 除く。） である場 合

示 されてい る場合に あっては 、当該事 項（氏 名

掲 げる事項 （当該事 項が日本 語以外の 言語で 表

示 されてい る場合に あっては 、当該事 項（氏 名

掲 げる事項 （当該事 項が日本 語以外の 言語で 表

ハ

当該法人 等が、その株主、 社員その他これ

［イ・ロ 同上］

又は名称を除く。）を日本語で表示した事項）

略］

又は名称を除く。）を日本語で表示した事項）
［イ・ロ
当該法人 等がその株主等に 対し、日本語以

ら に相当 する 者（以 下この 号及 び第百 八十 四

ハ

外 の言語 を使 用して 情報の 提供 をする こと と

条 におい て「 株主等 」とい う。 ）に対 し、 日

当該法人 等について登記（ 当該法人等が外

ニ ［同上］

こととされているときは、当該言語

本 語以外 の言 語を使 用して 情報 の提供 をす る

されているときは、当該言語

ニ ［略］

ホ

国 の法令 に準 拠して 設立さ れた もので ある 場

当該法人 等について登記（ 当該法人等が外

国 の法令 に準 拠して 設立さ れた もので ある 場

合 にあっ ては 、法第 九百三 十三 条第一 項の 外

ホ

合 にあっ ては 、法第 九百三 十三 条第一 項の 外

に掲げる事項

の 登記に 限る 。）が されて いな いとき は、 次

産 契約の 登記 に関す る法律 第二 条の外 国法 人

国 会社の 登記 又は外 国法人 の登 記及び 夫婦 財

に掲げる事項

の 登記に 限る 。）が されて いな いとき は、 次

産 契約の 登記 に関す る法律 第二 条の外 国法 人

国 会社の 登記 又は外 国法人 の登 記及び 夫婦 財

同上］

［１～３ 同上］

第一項第二号 に規定する「交換 対価について参

第百八十四条

（株式交換完全子会社の事前開示事項）

［５・６ 同上］

［三～五

［ヘ～ヌ 同上］

。）の氏名又は名称

⑵ 当該法人等の役員（⑴に掲げる者を除く

⑴ ［同上］

当該法 人等の役員（⑴の 者を除く。）の

⑴ ［略］
⑵
氏名又は名称
略］
略］

［ヘ～ヌ
［三～五
［５・６ 略］

（株式交換完全子会社の事前開示事項）
［１～３ 略］

第一項第二号 に規定する「交換 対価について参 ４

第百八十四条
４

一部 の記載又は 記録を しないこと につき 株式交換

る書 面又は電磁 的記録 にこれらの 事項の 全部又は

に準 ずる事項（ 法第七 百八十二条 第一項 に規定す

の区 分に応じ、 当該各 号に定める 事項そ の他これ

考と なるべき事 項」と は、次の各 号に掲 げる場合

一部 の記載又は 記録を しないこと につき 株式交換

る書 面又は電磁 的記録 にこれらの 事項の 全部又は

に準 ずる事項（ 法第七 百八十二条 第一項 に規定す

の区 分に応じ、 当該各 号に定める 事項そ の他これ

考と なるべき事 項」と は、次の各 号に掲 げる場合

［同上］

完全 子会社の総 株主の 同意がある 場合に あっては

一

交換対価の 全部又は一部が法 人等の株式、持

完全 子会社の総 株主の 同意がある 場合に あっては

［略］

二

、当該同意があったものを除く。）とする。

一

交換対価の 全部又は一部が法 人等の株式、持

、当該同意があったものを除く。）とする。

二

分 その他こ れらに準 ずるもの （株式交 換完全 親

会 社の株式 又は持分 を除く。 ）である 場合

分 その他こ れらに準 ずるもの （株式交 換完全 親
会 社の株式 又は持分 を除く。 ）である 場合

に 掲げる事 項（当該 事項が日 本語以外 の言語 で

次

に 掲げる事 項（当該 事項が日 本語以外 の言語 で

表 示されて いる場合 にあって は、当該 事項（ 氏

次

表 示されて いる場合 にあって は、当該 事項（ 氏

名 又は名称 を除く。 ）を日本 語で表示 した事 項

名 又は名称 を除く。 ）を日本 語で表示 した事 項

［イ～ニ 同上］

）
略］

）
［イ～ニ

合 にあっ ては 、法第 九百三 十三 条第一 項の 外

国 の法令 に準 拠して 設立さ れた もので ある 場

国 会社の 登記 又は外 国法人 の登 記及び 夫婦 財

合 にあっ ては 、法第 九百三 十三 条第一 項の 外

国 の法令 に準 拠して 設立さ れた もので ある 場

当該法人 等について登記（ 当該法人等が外

国 会社の 登記 又は外 国法人 の登 記及び 夫婦 財

産 契約の 登記 に関す る法律 第二 条の外 国法 人

ホ

産 契約の 登記 に関す る法律 第二 条の外 国法 人

の 登記に 限る 。）が されて いな いとき は、 次

当該法人 等について登記（ 当該法人等が外

の 登記に 限る 。）が されて いな いとき は、 次

に掲げる事項

ホ

に掲げる事項

。）の氏名又は名称

⑵ 当該法人等の役員（⑴に掲げる者を除く

⑴ ［同上］

当該法 人等の役員（⑴の 者を除く。）の

⑴ ［略］
⑵

氏名又は名称

略］
略］

［ヘ～ヌ
［三～五
［５・６ 略］
（総資産の額）

同上］

［ヘ～ヌ 同上］
［三～五

［５・６ 同上］
（総資産の額）

が生 ずる時の直 前まで の間の時に 限る。 ）を定め

分割 契約を締結 した日 後から当該 吸収分 割の効力

吸収 分割契約を 締結し た日と異な る時（ 当該吸収

契約 を締結した 日（当 該吸収分割 契約に より当該

法務 省令で定め る方法 は、算定基 準日（ 吸収分割

た場 合にあって は、当 該時）をい う。以 下この条

が生 ずる時の直 前まで の間の時に 限る。 ）を定め

分割 契約を締結 した日 後から当該 吸収分 割の効力

吸収 分割契約を 締結し た日と異な る時（ 当該吸収

契約 を締結した 日（当 該吸収分割 契約に より当該

法務 省令で定め る方法 は、算定基 準日（ 吸収分割

法 第七百八十四条第 二項に規定する

た場 合にあって は、当 該時）をい う。以 下この条

にお いて同じ。 ）にお ける第一号 から第 八号まで

法 第七百八十四条第 二項に規定する 第百八十七条

にお いて同じ。 ）にお ける第一号 から第 九号まで

に掲 げる額の合 計額か ら第九号に 掲げる 額を減じ

第百八十七条

に掲 げる額の合 計額か ら第十号に 掲げる 額を減じ

する方法とする。

て得 た額をもっ て吸収 分割株式会 社の総 資産額と

する方法とする。

て得 た額をもっ て吸収 分割株式会 社の総 資産額と

株式引受権の帳簿価額

六

［同上］

［同上］

［号を加える。］

同上］

六
［略］

七

［同上］

［一～五

七
［略］

八

略］

八
［略］

［同上］

［一～五

九

九

［同上］
（計算書類に関する事項）

２

［略］
［略］

十
２

（計算書類に関する事項）

法 第七百八十九条第 二項第三号に規

定す る法務省令 で定め るものは、 同項の 規定によ

法 第七百八十九条第 二項第三号に規 第百八十八条

定す る法務省令 で定め るものは、 同項の 規定によ

る公 告の日又は 同項の 規定による 催告の 日のいず

第百八十八条

る公 告の日又は 同項の 規定による 催告の 日のいず

れか 早い日にお ける次 の各号に掲 げる場 合の区分

に応じ、当該各号に定めるものとする。

れか 早い日にお ける次 の各号に掲 げる場 合の区分

最終事業年 度に係る貸借対照 表又はその要旨

に応じ、当該各号に定めるものとする。
一

に つき公告 対象会社 （法第七 百八十九 条第二 項

最終事業年 度に係る貸借対照 表又はその要旨

に つき公告 対象会社 （法第七 百八十九 条第二 項

第 三号の株 式会社を いう。以 下この条 におい て

一

第 三号の株 式会社を いう。以 下この条 におい て

次に 掲げる も

最終事業年 度に係る貸借対照 表につき公告対

十六号に掲げる事項

を 執ってい る場合

法第九百 十一条第 三項第 二

象 会社が法 第四百四 十条第三 項に規定 する措 置

二

［イ～ハ 同上］

の

規 定により 公告をし ている場 合

同 じ。）が 法第四百 四十条第 一項又は 第二項 の

次に 掲げる も

同 じ。）が 法第四百 四十条第 一項又は 第二項 の
規 定による 公告をし ている場 合
の
略］

最終事業年 度に係る貸借対照 表につき公告対

［イ～ハ
二

法第九百 十一条第 三項第 二

象 会社が法 第四百四 十条第三 項に規定 する措 置
を とってい る場合
十六号に掲げる事項

［三～七

同上］

［三～七

（純資産の額）

略］

（純資産の額）

って は、当該時 ）をい う。）にお ける第 一号から

の直 前までの間 の時に 限る。）を 定めた 場合にあ

収合 併、吸収分 割又は 株式交換の 効力が 生ずる時

と異 なる時（当 該契約 を締結した 日後か ら当該吸

結し た日（当該 契約に より当該契 約を締 結した日

収合 併契約、吸 収分割 契約又は株 式交換 契約を締

定す る法務省令 で定め る方法は、 算定基 準日（吸

う。 以下この条 におい て同じ。） におけ る第一号

限る 。）を定め た場合 にあっては 、当該 時）をい

株式 交換の効力 が生ず る時の直前 までの 間の時に

を締 結した日後 から当 該吸収合併 、吸収 分割又は

契約 を締結した 日と異 なる時（当 該これ らの契約

結し た日（当該 これら の契約によ り当該 これらの

収合 併契約、吸 収分割 契約又は株 式交換 契約を締

定す る法務省令 で定め る方法は、 算定基 準日（吸

法 第七百九十六条第 二項第二号に規

第七 号までに掲 げる額 の合計額か ら第八 号に掲げ

から 第六号まで に掲げ る額の合計 額から 第七号に

法 第七百九十六条第 二項第二号に規 第百九十六条

る額 を減じて得 た額（ 当該額が五 百万円 を下回る

掲げ る額を減じ て得た 額（当該額 が五百 万円を下

第百九十六条

場合 にあっては 、五百 万円）をも って存 続株式会

純資産額とする方法とする。

式会 社等をいう 。以下 この条にお いて同 じ。）の

社等 （法第七百 九十四 条第一項に 規定す る存続株

続株 式会社等を いう。 以下この条 におい て同じ。

式会 社等（法第 七百九 十四条第一 項に規 定する存

回る 場合にあっ ては、 五百万円） をもっ て存続株

）の純資産額とする方法とする。

株式引受権の帳簿価額

六

［同上］

［同上］

［号を加える。］

同上］

六
［略］

七

［一～五

七
［略］

略］

八

（計算書類に関する事項）

［一～五

（計算書類に関する事項）

定す る法務省令 で定め るものは、 同項の 規定によ

法 第七百九十九条第 二項第三号に規

定す る法務省令 で定め るものは、 同項の 規定によ

る公 告の日又は 同項の 規定による 催告の 日のいず

法 第七百九十九条第 二項第三号に規 第百九十九条

る公 告の日又は 同項の 規定による 催告の 日のいず

れか 早い日にお ける次 の各号に掲 げる場 合の区分

第百九十九条

れか 早い日にお ける次 の各号に掲 げる場 合の区分

に応じ、当該各号に定めるものとする。

最終事業年 度に係る貸借対照 表又はその要旨

に応じ、当該各号に定めるものとする。
一

に つき公告 対象会社 （法第七 百九十九 条第二 項

最終事業年 度に係る貸借対照 表又はその要旨

に つき公告 対象会社 （法第七 百九十九 条第二 項

第 三号の株 式会社を いう。以 下この条 におい て

一

第 三号の株 式会社を いう。以 下この条 におい て

次に 掲げる も

最終事業年 度に係る貸借対照 表につき公告対

［三～七

同上］

十六号に掲げる事項

を 執ってい る場合

法第九百 十一条第 三項第 二

象 会社が法 第四百四 十条第三 項に規定 する措 置

二

［イ～ハ 同上］

の

規 定により 公告をし ている場 合

同 じ。）が 法第四百 四十条第 一項又は 第二項 の

次に 掲げる も

同 じ。）が 法第四百 四十条第 一項又は 第二項 の
規 定による 公告をし ている場 合
の
略］

最終事業年 度に係る貸借対照 表につき公告対

［イ～ハ
二

法第九百 十一条第 三項第 二

象 会社が法 第四百四 十条第三 項に規定 する措 置
を とってい る場合

略］

十六号に掲げる事項
［三～七

（総資産の額）

（総資産の額）

直前 までの間の 時に限 る。）を定 めた場 合にあっ

成し た日後から 当該新 設分割の効 力が生 ずる時の

を作 成した日と 異なる 時（当該新 設分割 計画を作

た日 （当該新設 分割計 画により当 該新設 分割計画

める 方法は、算 定基準 日（新設分 割計画 を作成し

ては、当該時）をいう。以下この条において同

直前 までの間の 時に限 る。）を定 めた場 合にあっ

成し た日後から 当該新 設分割の効 力が生 ずる時の

を作 成した日と 異なる 時（当該新 設分割 計画を作

た日 （当該新設 分割計 画により当 該新設 分割計画

める 方法は、算 定基準 日（新設分 割計画 を作成し

法第 八百五条に規定す る法務省令で定

ては、当該時）をいう。以下この条において同

じ。 ）における 第一号 から第八号 までに 掲げる額

法第 八百五条に規定す る法務省令で定 第二百七条

じ。 ）における 第一号 から第九号 までに 掲げる額

の合 計額から第 九号に 掲げる額を 減じて 得た額を

第二百七条

の合 計額から第 十号に 掲げる額を 減じて 得た額を

もっ て新設分割 株式会 社の総資産 額とす る方法と

同上］

もっ て新設分割 株式会 社の総資産 額とす る方法と

［一～五

する。
略］

する。
［一～五

九

八

七

六

［略］

［略］

［略］

株式引受権の帳簿価額

九

八

七

六

［同上］

［同上］

［同上］

［同上］

［号を加える。］

［同上］
（計算書類に関する事項）

２

［略］
［略］

十
２
（計算書類に関する事項）

法第 八百十条第二項第 三号に規定する

法務 省令で定め るもの は、同項の 規定に よる公告

法第 八百十条第二項第 三号に規定する 第二百八条

法務 省令で定め るもの は、同項の 規定に よる公告

の日 又は同項の 規定に よる催告の 日のい ずれか早

第二百八条

の日 又は同項の 規定に よる催告の 日のい ずれか早

い日 における次 の各号 に掲げる場 合の区 分に応じ

最終事業年 度に係る貸借対照 表又はその要旨

い日 における次 の各号 に掲げる場 合の区 分に応じ

一

、当該各号に定めるものとする。

最終事業年 度に係る貸借対照 表又はその要旨

、当該各号に定めるものとする。
一

じ 。）が法 第四百四 十条第一 項又は第 二項の 規

号の株式会社をいう。以下この条において同

に つき公告 対象会社 （法第八 百十条第 二項第 三

じ 。）が法 第四百四 十条第一 項又は第 二項の 規

号の株式会社をいう。以下この条において同

に つき公告 対象会社 （法第八 百十条第 二項第 三

次に掲げるもの

定により公告をしている場合

最終事業年 度に係る貸借対照 表につき公告対

同上］

法第九百 十一条第 三項第 二

［一章九条を加える。］

［三～七

十六号に掲げる事項

を 執ってい る場合

象 会社が法 第四百四 十条第三 項に規定 する措 置

二

［イ～ハ 同上］

定による公告をしている場合 次に掲げるもの
略］

最終事業年 度に係る貸借対照 表につき公告対

［イ～ハ
二

法第九百 十一条第 三項第 二

象 会社が法 第四百四 十条第三 項に規定 する措 置
を とってい る場合

株式交付親会社の手続

略］

十六号に掲げる事項
［三～七
第七章

法第八百十六条 の二第一項に規

（株式交付親会社の事前開示事項）
第二百十三条の二

定す る法務省令 で定め る事項は、 次に掲 げる事項

法第七百七 十四条の三第一項 第二号に掲げる

とする。
一
事 項につい ての定め が同条第 二項に定 める要 件

法第七百七 十四条 の三第一項 第三号 から第六

を満たすと株式交付親会社が判断した理由
二

号 までに掲 げる事項 について の定めの 相当性 に

法第七百七 十四条の三第一項 第七号に掲げる

関する事項
三

事 項を定め たときは 、同項第 八号及び 第九号 に

株式交付子 会社についての次 に掲げる事項を

掲 げる事項 について の定めの 相当性に 関する 事
項
四

最終事業 年度に係る計算書 類等（最終事業

株式交付親会社が知っているときは、当該事項
イ
年 度がな い場 合にあ っては 、株 式交付 子会 社

最終事業 年度の末日（最終 事業年度がない

の成立の日における貸借対照表）の内容
ロ

場合にあっては、株式交付子会社の成立の
日 。ハに おい て同じ 。）後 の日 を臨時 決算 日
（ 二以上 の臨 時決算 日があ る場 合にあ って は
、 最も遅 いも の）と する臨 時計 算書類 等が あ

最終事業 年度の末日後に重 要な財産の処分

るときは、当該臨時計算書類等の内容
ハ

、 重大な 債務 の負担 その他 の会 社財産 の状 況
に 重要な 影響 を与え る事象 が生 じたと きは 、

五

そ の内容 （株 式交付 計画備 置開 始日（ 法第 八
百 十六条 の二 第二項 に規定 する 株式交 付計 画
備置開始日をいう。以下この条において同
じ 。）後 株式 交付の 効力が 生ず る日ま での 間
に 新たな 最終 事業年 度が存 する ことと なる 場
合 にあっ ては 、当該 新たな 最終 事業年 度の 末
日後に生じた事象の内容に限る。）

株式交付 親会社において最 終事業年度の末

株式交付親会社についての次に掲げる事項
イ

日 （最終 事業 年度が ない場 合に あって は、 株
式 交付親 会社 の成立 の日） 後に 重要な 財産 の
処 分、重 大な 債務の 負担そ の他 の会社 財産 の
状 況に重 要な 影響を 与える 事象 が生じ たと き

六

は 、その 内容 （株式 交付計 画備 置開始 日後 株
式 交付の 効力 が生ず る日ま での 間に新 たな 最
終 事業年 度が 存する ことと なる 場合に あっ て
は 、当該 新た な最終 事業年 度の 末日後 に生 じ

株式交付 親会社において最 終事業年度がな

た事象の内容に限る。）
ロ

い ときは 、株 式交付 親会社 の成 立の日 にお け
る貸借対照表
法第八百十 六条の八第一項の 規定により株式

交 付につい て異議を 述べるこ とができ る債権 者
が あるとき は、株式 交付が効 力を生ず る日以 後
に おける株 式交付親 会社の債 務（当該 債権者 に
対 して負担 する債務 に限る。 ）の履行 の見込 み

株式交付計 画備置開始日後株 式交付が効力を

に関する事項
七
生 ずる日ま での間に 、前各号 に掲げる 事項に 変
更が生じたときは、変更後の当該事項

法第八百十六条 の二第三項に規

（株式交付親会社の株式に準ずるもの）
第二百十三条の三

定す る法務省令 で定め るものは、 第一号 に掲げる
額か ら第二号に 掲げる 額を減じて 得た額 が第三号
に掲 げる額より も小さ い場合にお ける法 第七百七
十四 条の三第一 項第五 号、第六号 、第八 号及び第
九号 の定めに従 い交付 する株式交 付親会 社の株式

株式交付子 会社の株式、新株 予約権（新株予

以外の金銭等とする。
一

約 権付社債 に付され たものを 除く。） 又は新 株
予 約権付社 債の譲渡 人に対し て交付す る金銭 等

前号に規定 する金銭等のうち 株式交付親会社

の合計額
二

第一号に規 定する金銭等の合 計額に二十分の

の株式の価額の合計額
三
一を乗じて得た額

法第八百十六条 の三第二項に規

（株式交付親会 社が譲り受ける株 式交付子会社の
株式等の額）
第二百十三条の四

定す る法務省令 で定め る額は、第 一号及 び第二号
に掲 げる額の合 計額か ら第三号に 掲げる 額を減じ
て得た額とする。

一

株式交付親 会社が株式交付に 際して譲り受け

る 株式交付 子会社の 株式、新 株予約権 （新株 予
約 権付社債 に付され たものを 除く。） 及び新 株

会社計算規 則第十一条の規定 により計上した

予約権付社債につき会計帳簿に付すべき額
二

会社計算規 則第十二条の規定 により計上する

のれんの額
三

負債の額（株式交付子会社が株式交付親会社
（ 連結配当 規制適用 会社に限 る。）の 子会社 で

法第八百十六条 の四第一項第二

ある場合にあっては、零）
（純資産の額）
第二百十三条の五

号に 規定する法 務省令 で定める方 法は、 算定基準

日（ 株式交付計 画を作 成した日（ 当該株 式交付計
画に より当該計 画を作 成した日と 異なる 時（当該
株式 交付計画を 作成し た日後から 当該株 式交付の
効力 が生ずる時 の直前 までの間の 時に限 る。）を
定め た場合にあ っては 、当該時） をいう 。）にお
ける 第一号から 第七号 までに掲げ る額の 合計額か
ら第 八号に掲げ る額を 減じて得た 額（当 該額が五
百万 円を下回る 場合に あっては、 五百万 円）をも
って株式交付親会社の純資産額とする方法とす

二

一

利益準備金の額

資本準備金の額

資本金の額

る。

三

五

四
最終事業年 度（法第四百六十 一条第二項第二

法第四百四十六条に規定する剰余金の額

号 に規定す る場合に あっては 、法第四 百四十 一
条 第一項第 二号の期 間（当該 期間が二 以上あ る
場 合にあっ ては、そ の末日が 最も遅い もの） ）
の 末日（最 終事業年 度がない 場合にあ っては 、
株 式交付親 会社の成 立の日） における 評価・ 換

七

六

自己株式及 び自己新株予約権 の帳簿価額の合

新株予約権の帳簿価額

株式引受権の帳簿価額

算差額等に係る額

八
計額
（株式の数）

第二百十三条の六

法第八百十六条 の四第二項に規

定す る法務省令 で定め る数は、次 に掲げ る数のう

特定株式（ 法第八百十六条の 四第二項に規定

ちいずれか小さい数とする。
一
す る行為に 係る株主 総会にお いて議決 権を行 使
することができることを内容とする株式をい
う 。以下こ の条にお いて同じ 。）の総 数に二 分
の 一（当該 株主総会 の決議が 成立する ための 要
件 として当 該特定株 式の議決 権の総数 の一定 の
割 合以上の 議決権を 有する株 主が出席 しなけ れ
ば ならない 旨の定款 の定めが ある場合 にあっ て
は 、当該一 定の割合 ）を乗じ て得た数 に三分 の
一 （当該株 主総会の 決議が成 立するた めの要 件

として当該株主総会に出席した当該特定株主
（ 特定株式 の株主を いう。以 下この条 におい て
同 じ。）の 有する議 決権の総 数の一定 の割合 以
上 の多数が 賛成しな ければな らない旨 の定款 の
定 めがある 場合にあ っては、 一から当 該一定 の
割 合を減じ て得た割 合）を乗 じて得た 数に一 を

法第八百十 六条の四第二項に 規定する行為に

加えた数
二

係 る決議が 成立する ための要 件として 一定の 数
以 上の特定 株主の賛 成を要す る旨の定 款の定 め
が ある場合 において 、特定株 主の総数 から株 式
会 社に対し て当該行 為に反対 する旨の 通知を し
た 特定株主 の数を減 じて得た 数が当該 一定の 数

未 満となる ときにお ける当該 行為に反 対する 旨

法第八百十 六条の四第二項に 規定する行為に

の通知をした特定株主の有する特定株式の数
三
係 る決議が 成立する ための要 件として 前二号 の
定 款の定め 以外の定 款の定め がある場 合にお い
て 、当該行 為に反対 する旨の 通知をし た特定 株
主 の全部が 同項に規 定する株 主総会に おいて 反
対 したとす れば当該 決議が成 立しない ときは 、
当 該行為に 反対する 旨の通知 をした特 定株主 の

定款で定めた数

有する特定株式の数
四

法第八百十六条 の八第一項に規

（株式交付親会社の株式に準ずるもの）
第二百十三条の七

定す る法務省令 で定め るものは、 第一号 に掲げる
額か ら第二号に 掲げる 額を減じて 得た額 が第三号
に掲 げる額より も小さ い場合にお ける法 第七百七
十四 条の三第一 項第五 号、第六号 、第八 号及び第
九号 の定めに従 い交付 する株式交 付親会 社の株式

株式交付子 会社の株式、新株 予約権（新株予

以外の金銭等とする。
一

約 権付社債 に付され たものを 除く。） 及び新 株
予 約権付社 債の譲渡 人に対し て交付す る金銭 等

前号に規定 する金銭等のうち 株式交付親会社

の合計額
二

第一号に規 定する金銭等の合 計額に二十分の

の株式の価額の合計額
三

一を乗じて得た額

法第八百十六条 の八第二項第三

（計算書類に関する事項）
第二百十三条の八
号に 規定する法 務省令 で定めるも のは、 同項の規
定に よる公告の 日又は 同項の規定 による 催告の日
のい ずれか早い 日にお ける次の各 号に掲 げる場合

最終事業年 度に係る貸借対照 表又はその要旨

の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一

に つき公告 対象会社 （法第八 百十六条 の八第 二
項 第三号の 株式交付 親会社及 び株式交 付子会 社
を いう。以 下この条 において 同じ。） が法第 四

次に掲げるもの

百 四十条第 一項又は 第二項の 規定によ る公告 を
している場合

二

イ

官報で公 告をしているとき は、当該官報の

時事に関 する事項を掲載す る日刊新聞紙で

日付及び当該公告が掲載されている頁
ロ
公 告をし てい るとき は、当 該日 刊新聞 紙の 名

電子公告 により公告をして いるときは、法

称、日付及び当該公告が掲載されている頁
ハ

第 九百十 一条 第三項 第二十 八号 イに掲 げる 事
項
最終事業年 度に係る貸借対照 表につき公告対

法第九百 十一条第 三項第 二

象 会社が法 第四百四 十条第三 項に規定 する措 置
を とってい る場合

公告対象会 社が法第四百四十 条第四項に規定

十六号に掲げる事項
三

す る株式会 社である 場合にお いて、当 該株式 会
社 が金融商 品取引法 第二十四 条第一項 の規定 に
よ り最終事 業年度に 係る有価 証券報告 書を提 出
その旨

公告対象会 社が会社法の施行 に伴う関係法律

しているとき
四

の 整備等に 関する法 律第二十 八条の規 定によ り
法 第四百四 十条の規 定が適用 されない もので あ

公告対象会 社につき最終事業 年度がない場合

る場合 その旨
五

（ 株式交付 親会社が 株式交付 子会社の 最終事 業

前各号に掲 げる場合以外の場 合

会社計算規

年度の存否を知らない場合を含む。） その旨
六

則 第六編第 二章の規 定による 最終事業 年度に 係

る 貸借対照 表の要旨 の内容（ 株式交付 子会社 の
当 該貸借対 照表の要 旨の内容 にあって は、株 式
交 付親会社 がその内 容を知ら ないとき は、そ の
旨）

法第八百十六条 の十第一項に規

（株式交付親会社の事後開示事項）
第二百十三条の九

定す る法務省令 で定め る事項は、 次に掲 げる事項

株式交付が効力を生じた日

とする。
一

株式交付親会社における次に掲げる事項
法第八百 十六条の五の規定 による請求に係

二
イ

法第八百 十六条の六及び第 八百十六条の八

る手続の経過
ロ

三

の規定による手続の経過
株式交付に 際して株式交付親 会社が譲り受け

た 株式交付 子会社の 株式の数 （株式交 付子会 社
が 種類株式 発行会社 であると きは、株 式の種 類

株式交付に 際して株式交付親 会社が譲り受け

及び種類ごとの数）
四

前号の新株 予約権が新株予約 権付社債に付さ

た株式交付子会社の新株予約権の数
五

れ たもので ある場合 には、当 該新株予 約権付 社
債 について の各社債 （株式交 付親会社 が株式 交
付 に際して 取得した ものに限 る。）の 金額の 合

前各号に掲 げるもののほか、 株式交付に関す

計額
六

る重要な事項

法第八百十六条 の十第三項に規

（株式交付親会社の株式に準ずるもの）
第二百十三条の十
定す る法務省令 で定め るものは、 第一号 に掲げる
額か ら第二号に 掲げる 額を減じて 得た額 が第三号
に掲 げる額より も小さ い場合にお ける法 第七百七
十四 条の三第一 項第五 号、第六号 、第八 号及び第
九号 の定めに従 い交付 する株式交 付親会 社の株式

株式交付子 会社の株式、新株 予約権（新株予

以外の金銭等とする。
一

約 権付社債 に付され たものを 除く。） 及び新 株
予 約権付社 債の譲渡 人に対し て交付す る金銭 等
の合計額

二

前号に規定 する金銭等のうち 株式交付親会社

第一号に規 定する金銭等の合 計額に二十分の

の株式の価額の合計額
三
一を乗じて得た額
第六編

外国会社

第六編

（総資産額）

外国会社

（総資産額）

ける 株式会社の 最終完 全親会社等 の第一 号から第

下こ の条におい て「算 定基準日」 という 。）にお

規定 する法務省 令で定 める方法は 、同項 の日（以

八号 までに掲げ る額の 合計額から 第九号 に掲げる

ける 株式会社の 最終完 全親会社等 の第一 号から第

下こ の条におい て「算 定基準日」 という 。）にお

規定 する法務省 令で定 める方法は 、同項 の日（以

法第八百四十七 条の三第四項に

九号 までに掲げ る額の 合計額から 第十号 に掲げる

額を 減じて得た 額をも って当該最 終完全 親会社等

法第八百四十七 条の三第四項に 第二百十八条の六

額を 減じて得た 額をも って当該最 終完全 親会社等

の総資産額とする方法とする。

第二百十八条の六

の総資産額とする方法とする。

株式引受権の帳簿価額
六

［同上］

［同上］

［号を加える。］

同上］

六
［略］
七

［同上］

［一～五

七
［略］

八

略］

八
［略］

［同上］

［一～五

九

九

［同上］

（電磁的記録に記録された事項を表示する方法）

２

［略］
［略］

十
２

（電磁的記録に記録された事項を表示する方法）

令で 定める方法 は、次 に掲げる規 定の電 磁的記録

に記 録された事 項を紙 面又は映像 面に表 示する方

令で 定める方法 は、次 に掲げる規 定の電 磁的記録

次に掲げる規定に 規定する法務省

に記 録された事 項を紙 面又は映像 面に表 示する方

法とする。

次に掲げる規定に 規定する法務省 第二百二十六条

法とする。

［一～三十二 同上］

第二百二十六条

［一～三十二 略］

四十三 法第八百十六条の十第三項第三号

四十二 法第八百十六条の二第三項第三号

四十一 ［略］

四十 ［略］

三十九 ［略］

三十八 ［略］

三十七 ［略］

三十六 ［略］

三十五 ［略］

三十四 ［略］

三十三 法第七百三十五条の二第三項第二号

［号を加える。］

［号を加える。］

四十 ［同上］

三十九 ［同上］

三十八 ［同上］

三十七 ［同上］

三十六 ［同上］

三十五 ［同上］

三十四 ［同上］

三十三 ［同上］

［号を加える。］

電子文書法第三条 第一項の主務省

（保存の指定）
電子文書法第三条 第一項の主務省 第二百三十二条

（保存の指定）
第二百三十二条

令で定める保存は、次に掲げる保存とする。
略］

法第七 百三十五条の二第 二項の規定によ

［一～三十
三十一

令で定める保存は、次に掲げる保存とする。
［一～三十 同上］

三十二 ［略］

三十二 ［同上］

三十一 ［同上］

［号を加える。］

三十三 ［略］

三十三 ［同上］

る同条第一項の書面の保存

三十四 ［略］

［号を加える。］

三十四 ［同上］

法第八 百十六条の十第二 項の規定による

三十五 ［略］
三十六

同条第一項の書面の保存
（縦覧等の指定）

電子文書法第五条 第一項の主務省

令で定める縦覧等は、次に掲げる縦覧等とする。

電子文書法第五条 第一項の主務省 第二百三十四条

（縦覧等の指定）
第二百三十四条

令で定める縦覧等は、次に掲げる縦覧等とする。

法第七 百三十五条の二第 三項第一号の規

［一～四十三 略］
四十四

［一～四十三 同上］

四十九 ［略］

四十八 ［略］

四十七 ［略］

四十六 ［略］

四十五 ［略］

四十九 ［同上］

四十八 ［同上］

四十七 ［同上］

四十六 ［同上］

四十五 ［同上］

四十四 ［同上］

［号を加える。］

五十 ［略］

五十 ［同上］

定による同条第二項の書面の縦覧等

五十一 ［略］

［号を加える。］

五十一 ［同上］

法第八 百十六条の二第三 項第一号の規定

五十二 ［略］
五十三

による同条第一項の書面の縦覧等

五十四

法第八 百十六条の十第三 項第一号の規定

による同条第二項の書面の縦覧等
（交付等の指定）

［号を加える。］

電子文書法第六条 第一項の主務省

（交付等の指定）

電子文書法第六条 第一項の主務省 第二百三十六条

令で定める交付等は、次に掲げる交付等とする。

第二百三十六条
令で定める交付等は、次に掲げる交付等とする。

附 則

［号を加える。］

［号を加える。］

［一～二十六 同上］

法第八 百十六条の二第三 項第二号の規定

［一～二十六 略］
二十七

法第八 百十六条の十第三 項第二号の規定

に よる同条 第一項の 書面の謄 本又は抄 本の交 付
等
二十八

に よる同条 第二項の 書面の謄 本又は抄 本の交 付
等
附 則

より取得した自己株式に関する経過措置）

（旧商法第二百 十一条ノ三第一項 第二号の規定に

より取得した自己株式に関する経過措置）

（旧商法第二百 十一条ノ三第一項 第二号の規定に

式（ 同項第一号 に掲げ る場合にお いて取 得した株

第一 項の決議に より買 い受けた当 該株式 会社の株

式を 除く。）が ある場 合には、同 条第四 項の規定

式（ 同項第一号 に掲げ る場合にお いて取 得した株

第一 項の決議に より買 い受けた当 該株式 会社の株

当該事業 年度中に旧商法第 二百十一条ノ三

式を 除く。）が ある場 合には、同 条第四 項の規定

によ り報告しな ければ ならない事 項を、 第百二十

当該事業 年度中に旧商法第 二百十一条ノ三 第八条

によ り報告しな ければ ならない事 項を、 第百二十

二条第一項第二号に掲げる事項に含むものとす

第八条

二条第一項第三号に掲げる事項に含むものとす

る。

正

後

改

正

前

表中の［ ］の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記であ

る。
備考
る。
第二表
改

目次
第一編 ［同上］

目次
第一編 ［略］

機関

同上］

第一節 株主総会及び種類株主総会

第四章

［第一章～第三章

第二編 株式会社
略］

第二編 株式会社

機関

［第一章～第三章
第四章
株主総会及び種類株主総会等

［第一款・第二款 同上］

第一節
［第一款・第二款 略］

第三款 種類株主総会（第九十五条）

電子提供措置（ 第 九十五条の二―

［第三編～第七編

同上］
同上］

［第五章～第八章

［第二節～第十一節 同上］

第三款 種類株主総会（第九十五条）
第四款

第九十五条の四）
［第二節～第十一節 略］
略］
略］

［第五章～第八章
［第三編～第七編

（定義）

附則
（定義）

附則

この省令に お いて、次の各号 に 掲げる用語の意

第二条 ［同上］

この省令に お いて、次の各号 に 掲げる用語の意 ２

第二条 ［略］
２

義は、当該各号に定めるところによる。

六十五 ［略］

六十四 ［略］

六十三 ［略］

六十五 ［同上］

六十四 ［同上］

六十三 ［同上］

六十二 ［同上］

［号を加える。］

義は、当該各号に定めるところによる。

法第三 百 二十五条の二に

［一～六十一 同上］

電子 提 供措置

［一～六十一 略］
六十二

六十六 ［略］

六十六 ［同上］

規定する電子提供措置をいう。

六十七 ［略］

八十 ［略］

七十九 ［略］

七十八 ［略］

七十七 ［略］

七十六 ［略］

七十五 ［略］

七十四 ［略］

七十三 ［略］

七十二 ［略］

七十一 ［略］

七十 ［略］

六十九 ［略］

六十八 ［略］

七十九 ［同上］

七十八 ［同上］

七十七 ［同上］

七十六 ［同上］

七十五 ［同上］

七十四 ［同上］

七十三 ［同上］

七十二 ［同上］

七十一 ［同上］

七十 ［同上］

六十九 ［同上］

六十八 ［同上］

六十七 ［同上］

九十三 ［略］

九十二 ［略］

九十一 ［略］

九十 ［略］

八十九 ［略］

八十八 ［略］

八十七 ［略］

八十六 ［略］

八十五 ［略］

八十四 ［略］

八十三 ［略］

八十二 ［略］

八十一 ［略］

九十二 ［同上］

九十一 ［同上］

九十 ［同上］

八十九 ［同上］

八十八 ［同上］

八十七 ［同上］

八十六 ［同上］

八十五 ［同上］

八十四 ［同上］

八十三 ［同上］

八十二 ［同上］

八十一 ［同上］

八十 ［同上］

百五 ［略］

百四 ［略］

百三 ［略］

百二 ［略］

百一 ［略］

百

［略］

九十九 ［略］

九十八 ［略］

九十七 ［略］

九十六 ［略］

九十五 ［略］

九十四 ［略］

百五 ［同上］

百四 ［同上］

百三 ［同上］

百二 ［同上］

百一 ［同上］

百

九十九 ［同上］

九十八 ［同上］

九十七 ［同上］

九十六 ［同上］

九十五 ［同上］

九十四 ［同上］

九十三 ［同上］

［同上］

百六 ［略］

百十九 ［略］

百十八 ［略］

百十七 ［略］

百十六 ［略］

百十五 ［略］

百十四 ［略］

百十三 ［略］

百十二 ［略］

百十一 ［略］

百十 ［略］

百九 ［略］

百八 ［略］

百七 ［略］

百十八 ［同上］

百十七 ［同上］

百十六 ［同上］

百十五 ［同上］

百十四 ［同上］

百十三 ［同上］

百十二 ［同上］

百十一 ［同上］

百十 ［同上］

百九 ［同上］

百八 ［同上］

百七 ［同上］

百六 ［同上］

百二十四

百二十三

百二十二

百二十一

［略］

［略］

［略］

［略］

［略］

百二十五

百二十四

百二十三

百二十二

百二十一

［同上］

［同上］

［同上］

［同上］

［同上］

百二十 ［同上］

百十九 ［同上］

百二十五
［略］

百二十 ［略］

百二十六

［同上］
［同上］

百二十六
３

百二十七 ［略］
［略］

（申込みをし よ うとする者に対 し て通知すべき事

３

（申込みをし よ うとする者に対 し て通知すべき事

項）

法 第 二百三条第一項 第 四号に規定する

法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とす

法 第 二百三条第一項 第 四号に規定する 第四十一条

項）
第四十一条

法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とす

る。
略］

電子提供 措 置をとる旨の定 款 の定めがあると

［一～六
七
きは、その規定

る。
［一～六

同上］

［号を加える。］

七

［同上］

八

（申込みをし よ うとする者に対 し て通知すべき事

［略］

（申込みをし よ うとする者に対 し て通知すべき事

項）

法 第 二百四十二条第 一 項第四号に規定

項）

法 第 二百四十二条第 一 項第四号に規定 第五十四条

す る法務省 令で定め る事項は 、次に掲 げる事項 と

第五十四条

す る法務省 令で定め る事項は 、次に掲 げる事項 と

する。
同上］
［号を加える。］

［一～六

する。
略］

電子提供 措 置をとる旨の定 款 の定めがあると

［一～六
七

きは、その規定

八

［略］
第一節 株主総会及び種類株主総会等

七

［同上］

第一節 株主総会及び種類株主総会

法 第 二百九十八条第 一 項第五号に規定

（招集の決定事項）

法 第 二百九十八条第 一 項第五号に規定 第六十三条

（招集の決定事項）
第六十三条

す る法務省 令で定め る事項は 、次に掲 げる事項 と

同上］

す る法務省 令で定め る事項は 、次に掲 げる事項 と

［一・二

する。
略］

する。
［一・二

掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項

（ 定款に ロから ニま で及び ヘに掲 げる 事項に つ

掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項

法第二百 九 十八条第一項第 三 号又は第四号に

（ 定款に ロから ニま で及び ヘに掲 げる 事項に つ

い ての定 めがあ る場 合又は これら の事 項の決 定

三

い ての定 めがあ る場 合又は これら の事 項の決 定

を 取締役 に委任 する 旨を決 定した 場合 におけ る

法第二百 九 十八条第一項第 三 号又は第四号に

を 取締役 に委任 する 旨を決 定した 場合 におけ る

当該事項を除く。）

三

当該事項を除く。）

略］

株主総 会 参考書類に記載 す べき事項のうち

［イ～ヘ
ト
、 法第 三百 二十五条 の五 第三 項の規定 によ る
定 款の 定め に基づき 同条 第二 項の規定 によ り
交 付す る書 面（第九 十五 条の 四におい て「 電
子 提供 措置 事項記載 書面 」と いう。） に記 載
しないものとする事項

［イ～ヘ 同上］

法第二百 九 十八条第一項第 三 号及び第四号に

［号の細分を加える。］

四

掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項

法第二百 九 十八条第一項第 三 号及び第四号に

掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項

（ 定款に イ又は ロに 掲げる 事項に つい ての定 め

四

（ 定款に イから ハま でに掲 げる事 項に ついて の

がある場合における当該事項を除く。）

［号の細分を加える。］

［イ・ロ 同上］

定めがある場合における当該事項を除く。）
略］
電子提 供 措置をとる旨の 定 款の定めがある

［イ・ロ
ハ

場 合に おい て、法第 二百 九十 九条第三 項の 承
諾 をし た株 主の請求 があ った 時に議決 権行 使
書 面に 記載 すべき事 項（ 当該 株主に係 る事 項
に 限る 。第 六十六条 第三 項に おいて同 じ。 ）
に 係る 情報 について 電子 提供 措置をと るこ と
とするときは、その旨
同上］

［五～七

略］

［１・２

［五～七

第六十六条

（議決権行使書面）
略］

（議決権行使書面）
［１・２

第六十三条第四号ハに掲げる事項についての定 ［項を加える。］

第六十六条
３

め がある場 合には、 株式会社 は、法第 二百九十 九
条 第三項の 承諾をし た株主の 請求があ った時に 、
議 決権行使 書面に記 載すべき 事項に係 る情報に つ

同上］

い て電子提 供措置を とらなけ ればなら ない。た だ
し 、当該株 主に対し て、法第 三百二十 五条の三 第
二 項の規定 による議 決権行使 書面の交 付をする 場

［略］

４

３

［同上］

［同上］

合は、この限りでない。
４
［略］

［一款三条を加える。］

５
第四款 電子提供措置

法第三百二十五 条 の二に規定する

（電子提供措置）
第九十五条の二

法 務省令で 定めるも のは、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 るものに よ
る措置とする。

法第三百二十五 条 の四第二項第三

（電子提供措 置 をとる場合にお け る招集通知の記
載事項）
第九十五条の三
号 に規定す る法務省 令で定め る事項は 、次に掲 げ

電子提供 措 置をとっている と きは、電子提供

る事項とする。
一

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 電子提 供措 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
そ の他の 当該者 が当 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

法第三百 二 十五条の三第三 項 に規定する場合

を記録するために必要な事項
二

に は、同 項の手 続で あって 、金融 商品 取引法 施
行 令（昭 和四十 年政 令第三 百二十 一号 ）第十 四
条 の十二 の規定 によ りイン ターネ ット を利用 し
て 公衆の 縦覧に 供さ れるも のをイ 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 覧す ること が

２

で きるも のその 他の 当該者 が当該 情報 の内容 を
閲覧するために必要な事項
法第三百二 十 五条の七におい て 読み替えて準用

す る法第三 百二十五 条の四第 二項第三 号に規定 す
る 法務省令 で定める 事項は、 前項第一 号に掲げ る
事項とする。

法第三百二十五 条 の五第三項に規

（電子提供措 置 事項記載書面に 記 載することを要
しない事項）
第九十五条の四

定 する法務 省令で定 めるもの は、次に 掲げるも の

株主総会 参 考書類に記載す べ き事項（次に掲

とする。
一

げるものを除く。）

イ 議案
株主総 会 参考書類に記載 す べき事項（イに

事業報告に記載され、又は記録された事項

ている場合における当該事項

、 監査 等委 員会又は 監査 委員 会が異議 を述 べ

項 記載 書面 に記載し ない こと について 監査 役

掲 げる もの を除く。 ）に つき 電子提供 措置 事

ロ

二

第百二 十 条第一項第四号 、 第五号、第七号

（次に掲げるものを除く。）
イ

及 び第 八号 、第百二 十一 条第 一号から 第六 号
の 三ま で、 第百二十 一条 の二 、第百二 十五 条
並 びに 第百 二十六条 第七 号か ら第七号 の四 ま
でに掲げる事項

事業報 告 に記載され、又 は 記録された事項

計算書類に記載され、又は記録された事項

を述べている場合における当該事項

監 査役 、監 査等委員 会又 は監 査委員会 が異 議

措 置事 項記 載書面に 記載 しな いことに つい て

（ イに 掲げ るものを 除く 。） につき電 子提 供

ロ

三

（ 株主資 本等変 動計 算書又 は個別 注記 表に係 る

連結計算 書 類に記載され、 又 は記録された事

ものに限る。）
四

項 （会社 計算規 則第 六十一 条第一 号ハ の連結 株
主 資本等 変動計 算書 若しく は同号 ニの 連結注 記
表に係るもの又はこれらに相当するものに限
る。）

２

次の各号に 掲 げる事項の全部 又 は一部を電子提

供 措置事項 記載書面 に記載し ないとき は、取締 役
は 、当該各 号に定め る事項を 株主（電 子提供措 置
事 項記載書 面の交付 を受ける 株主に限 る。以下 こ

監 査役、監査等委

の 項におい て同じ。 ）に対し て通知し なければ な

前項第二 号 に掲げる事項

らない。
一

員 会又は 監査委 員会 が、電 子提供 措置 事項記 載
書 面に記 載され た事 項（事 業報告 に記 載され 、
又 は記録 された 事項 に限る 。）が 監査 報告を 作
成 するに 際して 監査 をした 事業報 告に 記載さ れ
、 又は記 録され た事 項の一 部であ る旨 を株主 に
対 して通 知すべ きこ とを取 締役に 請求 したと き

前項第三 号 に掲げる事項

は、その旨
二

監 査役、会計監査

人 、監査 等委員 会又 は監査 委員会 が、 電子提 供
措 置事項 記載書 面に 記載さ れた事 項（ 計算書 類
に 記載さ れ、又 は記 録され た事項 に限 る。） 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 に記載 され、 又は 記録さ れ
た 事項の 一部で ある 旨を株 主に対 して 通知す べ

前項第四 号 に掲げる事項

監 査役、会計監査

きことを取締役に請求したときは、その旨
三

人 、監査 等委員 会又 は監査 委員会 が、 電子提 供
措 置事項 記載書 面に 記載さ れた事 項（ 連結計 算
書 類に記 載され 、又 は記録 された 事項 に限る 。

） 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 類に記 載さ れ、又 は
記 録され た事項 の一 部であ る旨を 株主 に対し て
通 知すべ きこと を取 締役に 請求し たと きは、 そ

第二節 会社役員の選任

第二節 会社役員の選任

表中の［ ］の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記であ

の旨

備考
る。
（会社計算規則の一部改正）

第二条 会社計算規則（平成十八年法務省令第十三号）の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後

欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げ

るその標記部分に二重傍線を付した規定（以下この条において「対象規定」という。）は、その標記部分

後

改

正

同上］

前

が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる

正

対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改
目次
第一編 ［同上］

目次
第一編 ［略］

純資産

吸収合 併、吸収分 割及び 株式交換 に

際しての株主資本及び社員資本

［第一款・第二款 同上］

第四節

［第一節～第三節 同上］

第三章

［第一章・第二章

第二編 会計帳簿
略］

第二編 会計帳簿

純資産

［第一章・第二章
第三章

吸 収合併、吸収分割 、株式交換及び

［第一節～第三節 略］
第四節

株 式 交 付 に 際 し ての 株 主 資 本 及 び 社
員資本
［第一款・第二款 略］

第三款 株式交換（第三十九条）

吸収分割会社等の自己株式の処分

第四款 株式交付（第三十九条の二）
第五節

取締役等の報酬 等として株式を

（第四十条―第四十二条）
第五節の二

交付 する場合の 株主資 本（第 四
十二条の二・第四十二条の三）
［第六節・第七節 略］
第七節の二 株式引受権（第五十四条の二）

略］

新株予約権（第五十五条）
［略］

第八節
第四章

［第三編～第八編
附則

吸収分割会社等の自己株式の処分

第三款 株式交換（第三十九条）

第五節

（第四十条―第四十二条）

［第六節・第七節 同上］

同上］

［同上］

第八節 新株予約権（第五十五条）
第四章

［第三編～第八編
附則

（定義）

（定義）
第二条 ［同上］

この省令に おいて 、次の各号 に掲げ る用語の 意

二十 ［略］

十九 ［略］

十八 ［略］

十七 ［略］

二十 ［同上］

十九 ［同上］

十八 ［同上］

十七 ［同上］

十六 ［同上］

［号を加える。］

［一～十五 同上］

義は、当該各号に定めるところによる。

この省令にお いて、次の各号に 掲げる用語の意 ２

第二条 ［略］
２

法第三百二 十五条の二に規

義は、当該各号に定めるところによる。
略］

電子提供 措置

［一～十五
十六

二十一 ［略］

二十一 ［同上］

定する電子提供措置をいう。

二十二 ［略］

二十九 ［略］

二十八 ［略］

二十七 ［略］

二十六 ［略］

二十五 ［略］

二十四 ［略］

二十三 ［略］

二十九 ［同上］

二十八 ［同上］

二十七 ［同上］

二十六 ［同上］

二十五 ［同上］

二十四 ［同上］

二十三 ［同上］

二十二 ［同上］

［号を加える。］

三十 ［略］

法第七百 七十四条の三第

三十 ［同上］

新株予 約権等

この省令に おいて 、次の各号 に掲げ る用語の 意

義は、当該各号に定めるところによる。

この省令にお いて、次の各号に 掲げる用語の意 ３

一項第七号に規定する新株予約権等をいう。

三十二

三十一 ［略］

３

義は、当該各号に定めるところによる。

略］

株式交付

［一～七
八

法第二条第三十二 号の二に規定す

る 株式交 付（保 険業 法第九 十六条 の九 の二第 一
項 に規定 する組 織変 更株式 交付を 含む 。）を い

［一～七

同上］

九
［略］

［略］

九

八

［同上］

［同上］

［同上］

［号を加える。］

十

十

う。

十一 ［略］

十一 ［同上］

株式交 換完全 親会社

十二 ［略］

十二

法 第七百 六十七条 に

規 定する 株式 交換完 全親会 社（ 保険業 法第九 十

法第 七百六十七条に

規 定する 株式交 換完 全親会 社（保 険業 法第九 十

六 条の五 第一 項に規 定する 組織 変更株 式交換 完

株式交換 完全親会社

六 条の五 第二項 に規 定する 組織変 更株 式交換 完

全親会社を含む。）をいう。

十三

全親会社を含む。）をいう。

法第 七百六十八条第

十三

株式交 換完全 子会社

法 第七百 六十八条 第

一 項第一 号に 規定す る株式 交換 完全子 会社（ 保

株式交換 完全子会社

一 項第一 号に規 定す る株式 交換完 全子 会社（ 保

険 業法第 九十 六条の 五第一 項に 規定す る組織 変

十四

険 業法第 九十六 条の 五第二 項に規 定す る組織 変

更 株式交 換完 全親会 社にそ の株 式の全 部を取 得

法第 七百七十 三

更 株式交 換完全 親会 社にそ の株式 の全 部を取 得

株式移 転設立 完全親会社

されることとなる株式会社を含む。）をいう。
十四

されることとなる株式会社を含む。）をいう。
法第七百七十三

条 第一項 第一 号に規 定する 株式 移転設 立完全 親

株式移転 設立完全親会社

条 第一項 第一号 に規 定する 株式移 転設 立完全 親

会 社（保 険業 法第九 十六条 の八 第一項 に規定 す

十五

会 社（保 険業法 第九 十六条 の九第 一項 第一号 に

る 組織変 更株 式移転 設立完 全親 会社を 含む。 ）

法 第七百 七十三条 第

規 定する 組織変 更株 式移転 設立完 全親 会社を 含

株式移 転完全 子会社

をいう。
十五

む。）をいう。
法第 七百七十三条第

一 項第五 号に 規定す る株式 移転 完全子 会社（ 保

株式移転 完全子会社

一 項第五 号に規 定す る株式 移転完 全子 会社（ 保

険 業法第 九十 六条の 八第一 項に 規定す る組織 変

十六

険 業法第 九十六 条の 九第一 項第一 号に 規定す る

組 織変更 株式移 転設 立完全 親会社 にそ の発行 す

の全部を取得されることとなる株式会社を含

更 株式移 転設 立完全 親会社 にそ の発行 する株 式

法第七百 七十四条の三第

十六 ［同上］

［号を加える。］

［号を加える。］

る 株式の 全部を 取得 される ことと なる 株式会 社

法第七百 七十四条の三第

む。）をいう。

株式交付 親会社

を含む。）をいう。
十七
一 項第一 号に規 定す る株式 交付親 会社 （保険 業
法 第九十 六条の 九の 二第一 項に規 定す る組織 変

株式交付 子会社

更株式交付をする相互会社を含む。）をいう。
十八

一 項第一 号に規 定す る株式 交付子 会社 （保険 業
法 第九十 六条の 九の 二第二 項に規 定す る組織 変

十九 ［略］

十七 ［同上］

更株式交付子会社を含む。）をいう。

二十 ［略］

三十三 ［略］

三十二 ［略］

三十一 ［略］

三十 ［略］

二十九 ［略］

二十八 ［略］

二十七 ［略］

二十六 ［略］

二十五 ［略］

二十四 ［略］

二十三 ［略］

二十二 ［略］

二十一 ［略］

三十 ［同上］

二十九 ［同上］

二十八 ［同上］

二十七 ［同上］

二十六 ［同上］

二十五 ［同上］

二十四 ［同上］

二十三 ［同上］

二十二 ［同上］

二十一 ［同上］

二十 ［同上］

十九 ［同上］

十八 ［同上］

三十四

株式引 受権

取締役又は 執行役がその職

務 の執行 として 株式 会社に 対して 提供 した役 務
の 対価と して当 該株 式会社 の株式 の交 付を受 け
る ことが できる 権利 （新株 予約権 を除 く。） を

［号を加える。］

三十一 ［同上］

いう。
三十五 ［略］

三十三 吸収型再編

三十二 ［同上］
次に掲げる行為をいう。

三十六 ［略］
三十七 吸収型再編

次に掲 げる行為 を

次に掲げる行為をいう。
［イ～ハ 同上］

略］

吸収 型再編 受入行為

［イ～ハ 同上］

いう。

三 十四

［イ～ハ

次 に掲げる行為を

［号の細分を加える。］

略］

吸収型 再編受入行為

ニ 株式交付
三十八
いう。
［イ～ハ

ニ

株式交付 に際してする株式 交付子会社の株

次のイか らニまでに掲げ

式又は新株予約権等の譲受け
三十九 ［略］
吸収型再 編対価

［号の細分を加える。］

吸収 型再編 対価

三十五 ［同上］
三 十六

次の イから ハまでに 掲

げ る吸収 型再 編の区 分に応 じ、 当該イ からハ ま

四十
る 吸収型 再編の 区分 に応じ 、当該 イか らニま で

四十一 ［略］

三十八 ［同上］

三十七 ［同上］

［号の細分を加える。］

［イ～ハ 同上］

でに定める財産をいう。

株式交付に際し て株式交付親会

に定める財産をいう。
略］

株式交付

［イ～ハ
ニ

社 が株 式交付 子会社 の株 式又は 新株予 約権 等

四十二 ［略］

三十九 ［同上］

の譲渡人に対して交付する財産

四十三 ［略］

五十六 ［略］

五十五 ［略］

五十四 ［略］

五十三 ［略］

五十二 ［略］

五十一 ［略］

五十 ［略］

四十九 ［略］

四十八 ［略］

四十七 ［略］

四十六 ［略］

四十五 ［略］

四十四 ［略］

五十二 ［同上］

五十一 ［同上］

五十 ［同上］

四十九 ［同上］

四十八 ［同上］

四十七 ［同上］

四十六 ［同上］

四十五 ［同上］

四十四 ［同上］

四十三 ［同上］

四十二 ［同上］

四十一 ［同上］

四十 ［同上］

六十九 ［略］

六十八 ［略］

六十七 ［略］

六十六 ［略］

六十五 ［略］

六十四 ［略］

六十三 ［略］

六十二 ［略］

六十一 ［略］

六十 ［略］

五十九 ［略］

五十八 ［略］

五十七 ［略］

六十五 ［同上］

六十四 ［同上］

六十三 ［同上］

六十二 ［同上］

六十一 ［同上］

六十 ［同上］

五十九 ［同上］

五十八 ［同上］

五十七 ［同上］

五十六 ［同上］

五十五 ［同上］

五十四 ［同上］

五十三 ［同上］

七十 ［略］

六十六 ［同上］

針の 決定に対 して重要 な影響を 与えるこ とがで き

場 合」とは 、次に掲 げる場合 （財務上 又は事業 上

の 決定に対 して重要 な影響を 与えるこ とができ る

前項第十八 号に規 定する「財 務及び 事業の方 針

る場 合」とは 、次に掲 げる場合 （財務上 又は事 業

の 関係から みて他の 会社等の 財務又は 事業の方 針

前項第二十一 号に規定する「財 務及び事業の方 ４

上の 関係から みて他の 会社等の 財務又は 事業の 方

の 決定に対 して重要 な影響を 与えるこ とができ な

４

針の 決定に対 して重要 な影響を 与えるこ とがで き

い ことが明 らかであ ると認め られる場 合を除く 。

同上］

ないことが明らかであると認められる場合を除

［一～四

）をいう。

略］

く。）をいう。
［一～四

第 一項の規 定により 会社が作 成すべき 会計帳簿 に

法第四 百三十 二条第一項 及び第 六百十五 条

第一 項の規定 により会 社が作成 すべき会 計帳簿 に

付 すべき資 産、負債 及び純資 産の価額 その他会 計

法第四百 三十二条第一項及 び第六百十五条 第四 条

付す べき資産 、負債及 び純資産 の価額そ の他会 計

帳 簿の作成 に関する 事項（法 第四百四 十五条第 四

第四条

帳簿 の作成に 関する事 項（法第 四百四十 五条第 四

べき 事項を含 む。）に ついては 、この編 の定め る

項か ら第六項 までの規 定により 法務省令 で定め る

事 項を含む 。）につ いては、 この編の 定めると こ

項 及び第五 項の規定 により法 務省令で 定めるべ き

［同上］

第五条 ［同上］

（資産の評価）

２

ろによる。

［略］

ところによる。
２
（資産の評価）
第五条 ［略］

（事 業年度の 末日以外 の日にお いて評価 すべき 場

合にあっては、その日。以下この編において同

（ 事業年度 の末日以 外の日に おいて評 価すべき 場

償却すべき資産については、事業年度の末日

合に あっては 、その日 。以下こ の条、次 条第二 項

じ 。）にお いて、相 当の償却 をしなけ ればなら な

償却すべき資産については、事業年度の末日 ２

及び 第五十五 条第六項 第一号に おいて同 じ。） に

い。

２

おいて、相当の償却をしなければならない。

会社 は、吸 収分割、株 式交換 、新設分 割

［３～６ 同上］
会社は 、吸収分割、株式 交換、株式交付 第十 二条

［３～６ 略］
第十二条

（通則）

て計上することができる。

式又 は持分に 係る適正 な額の特 別勘定を 負債と し

て株 式又は持 分を取得 する場合 において 、当該 株

、新 設分割、 株式移転 又は事業 の譲渡の 対価と し

（通則）

ことができる。

に 係る適正 な額の特 別勘定を 負債とし て計上す る

持 分を取得 する場合 において 、当該株 式又は持 分

、 株式移転 又は事業 の譲渡の 対価とし て株式又 は

者が 当該株式 会社に対 して払込 み又は給 付をし た

等増 加限度額 （同条第 一項に規 定する株 主とな る

の株 式の交付 を除く。 ）による 株式会社 の資本 金

（法 第四百四 十五条第 五項に掲 げる行為 に際し て

財 産の額を いう。以 下この節 において 同じ。） 、

者 が当該株 式会社に 対して払 込み又は 給付をし た

等 増加限度 額（同条 第一項に 規定する 株主とな る

の 株式の交 付を除く 。）によ る株式会 社の資本 金

（ 法第四百 四十五条 第五項に 掲げる行 為に際し て

株式 会社が その成立後 に行う 株式の交 付

財産 の額をい う。以下 この節に おいて同 じ。） 、

そ の他資本 剰余金及 びその他 利益剰余 金の額並 び

株式会 社がその成立後に 行う株式の交付 第十 三条

その 他資本剰 余金及び その他利 益剰余金 の額並 び

に 自己株式 対価額（ 第百五十 条第二項 第八号及 び

第十三条

に自 己株式対 価額（第 百五十条 第二項第 八号及 び

めるところによる。

この 章におい て同じ。 ）につい ては、こ の款の 定

四号 に規定す る自己株 式の対価 の額をい う。以 下

二号 並びに第 四百六十 一条第二 項第二号 ロ及び 第

第百 五十八条 第八号ハ 並びに法 第四百四 十六条 第

めるところによる。

こ の章にお いて同じ 。）につ いては、 この款の 定

四 号に規定 する自己 株式の対 価の額を いう。以 下

二 号並びに 第四百六 十一条第 二項第二 号ロ及び 第

第 百五十八 条第八号 ロ並びに 法第四百 四十六条 第

は、 株式会社 がその成 立後にお いて行う 次に掲 げ

る場合における株式の発行及び自己株式の処分

は 、株式会 社がその 成立後に おいて行 う次に掲 げ

前項に規定 する「 成立後に行 う株式 の交付」 と

る場合における株式の発行及び自己株式の処分

（ 第八号、 第九号、 第十二号 、第十四 号及び第 十

前項に規定す る「成立後に行う 株式の交付」と ２

（第 八号、第 九号、第 十二号、 第十四号 及び第 十

五 号に掲げ る場合に あっては 、自己株 式の処分 ）

２

五号 に掲げる 場合にあ っては、 自己株式 の処分 ）

法第二編 第二章 第八節の定 めると ころによ り

募集株式を引き受ける者の募集を行う場合

一

をいう。

法第二編第 二章第八節の定め るところにより

をいう。
一

募 集株式 を引き 受け る者の 募集を 行う 場合（ 法

第 二百二 条の二 第一 項（同 条第三 項の 規定に よ
り 読み替 えて適 用す る場合 を含む 。） の規定 に
よ り募集 株式を 引き 受ける 者の募 集を 行う場 合
を除く。次条第一項において同じ。）
略］

株式交付 に際して他の株式 会社の株式又は

［二～十五
十六
新株予約権等の譲受けをする場合

略］

（募集株式を引き受ける者の募集を行う場合）
第十四条 ［１～３

［二～十五 同上］
［号を加える。］

同上］

（募集株式を引き受ける者の募集を行う場合）
第十四条 ［１～３

項 第八号及 び第百五 十八条第 八号ロ並 びに法第 四

第二項第一 号ロに 掲げる額は 、第百 五十条第 二

項第 八号及び 第百五十 八条第八 号ハ並び に法第 四

百 四十六条 第二号並 びに第四 百六十一 条第二項 第

第二項第一号 ロに掲げる額は、 第百五十条第二 ４

百四 十六条第 二号並び に第四百 六十一条 第二項 第

二 号ロ及び 第四号の 規定の適 用につい ては、当 該

４

二号 ロ及び第 四号の規 定の適用 について は、当 該

［略］

額も、自己株式対価額に含まれるものとみなす。
５

略］

（新株予約権の行使があった場合）
第十七条 ［１～３

［同上］

額も、自己株式対価額に含まれるものとみなす。
５

同上］

（新株予約権の行使があった場合）
第十七条 ［１～３

項 第八号及 び第百五 十八条第 八号ロ並 びに法第 四

第二項第一 号ロに 掲げる額は 、第百 五十条第 二

項第 八号及び 第百五十 八条第八 号ハ並び に法第 四

百 四十六条 第二号並 びに第四 百六十一 条第二項 第

第二項第一号 ロに掲げる額は、 第百五十条第二 ４

百四 十六条第 二号並び に第四百 六十一条 第二項 第

二 号ロ及び 第四号の 規定の適 用につい ては、当 該

４

二号 ロ及び第 四号の規 定の適用 について は、当 該

額も、自己株式対価額に含まれるものとみなす。

同上］

第二項第一 号ロに 掲げる額は 、第百 五十条第 二

第十八条 ［１～３

（取得条項付新株予約権の取得をする場合）

［５・６ 同上］

額も、自己株式対価額に含まれるものとみなす。
［５・６ 略］
（取得条項付新株予約権の取得をする場合）
略］

第二項第一号 ロに掲げる額は、 第百五十条第二 ４

第十八条 ［１～３
４

（資本金の額）

額も、自己株式対価額に含まれるものとみなす。

二号 ロ及び第 四号の規 定の適用 について は、当 該

百四 十六条第 二号並び に第四百 六十一条 第二項 第

項第 八号及び 第百五十 八条第八 号ハ並び に法第 四

（資本金の額）

額も、自己株式対価額に含まれるものとみなす。

二 号ロ及び 第四号の 規定の適 用につい ては、当 該

百 四十六条 第二号並 びに第四 百六十一 条第二項 第

項 第八号及 び第百五 十八条第 八号ロ並 びに法第 四

第 四節に定 めるとこ ろのほか 、次の各 号に掲げ る

株 式会社 の資本金の 額は、 第一款及 び

に第 四節及び 第五節の 二に定め るところ のほか 、

場 合に限り 、当該各 号に定め る額が増 加するも の

株式 会社の資本金の額 は、第一款並び 第二 十五条

次の 各号に掲 げる場合 に限り、 当該各号 に定め る

とする。

第二十五条

額が増加するものとする。

［一・二

同上］

略］

［一・二

株式会社の 資本金 の額は、法 第四百 四十七条 の

規 定による 場合に限 り、同条 第一項第 一号の額 に

株式会社の資 本金の額は、法第 四百四十七条の ２

規定 による場 合に限り 、同条第 一項第一 号の額 に

相 当する額 が減少す るものと する。こ の場合に お

２

相当 する額が 減少する ものとす る。この 場合に お

い て、次に 掲げる場 合には、 資本金の 額が減少 す

会社の吸 収合併 、吸収分割 又は株 式交換の 無

同上］

いて 、次に掲 げる場合 には、資 本金の額 が減少 す

三

［一・二

るものと解してはならない。

略］

るものと解してはならない。
［一・二
会社の吸収 合併、吸収分割、 株式交換又は株

効 の訴え に係 る請求 を認容 する 判決が 確定し た

三
式 交付の 無効の 訴え に係る 請求を 認容 する判 決

四

場合

［略］

［号を加える。］

が確定した場合
四

株式交付子 会社の株式又は新 株予約権等の譲

［同上］

五

渡 しに係 る意思 表示 その他 の株式 交付 に係る 意
思表示が無効とされ、又は取り消された場合
（資本準備金の額）

株 式会社 の資本準備 金の額 は、第一 款

及 び第二款 並びに第 四節に定 めるとこ ろのほか 、

株式 会社の資本準備金 の額は、第一款 第二 十六条

（資本準備金の額）
第二十六条

及び 第二款並 びに第四 節及び第 五節の二 に定め る

とこ ろのほか 、次の各 号に掲げ る場合に 限り、 当

次 の各号に 掲げる場 合に限り 、当該各 号に定め る

同上］
［同上］

株 式会社 のその他資 本剰余 金の額は 、

（その他資本剰余金の額）

２

［一・二

額が増加するものとする。

略］

該各号に定める額が増加するものとする。

［略］

［一・二
２
（その他資本剰余金の額）

株式 会社のその他資本 剰余金の額は、 第二 十七条

第 一款及び 第四節に 定めると ころのほ か、次の 各

第二十七条

第一 款並びに 第四節及 び第五節 の二に定 めると こ

号 に掲げる 場合に限 り、当該 各号に定 める額が 増

同上］

ろの ほか、次 の各号に 掲げる場 合に限り 、当該 各

［一～三

加するものとする。

略］

号に定める額が増加するものとする。
［一～三

株式会社の その他 資本剰余金 の額は 、前三款 及

び 第四節に 定めると ころのほ か、次の 各号に掲 げ

株式会社のそ の他資本剰余金の 額は、前三款並 ２

びに 第四節及 び第五節 の二に定 めるとこ ろのほ か

る 場合に限 り、当該 各号に定 める額が 減少する も

２

、次 の各号に 掲げる場 合に限り 、当該各 号に定 め

る額が減少するものとする。
［一～三

のとする。
同上］

略］

［一～三

こと とするこ とが必要 かつ適当 であると きは、 こ

他資 本剰余金 の額の全 部又は一 部を減少 させな い

合に おいて、 これらの 規定によ り減少す べきそ の

わ らず、減 少させな いことが 適当な額 について は

必 要かつ適 当である ときは、 これらの 規定にか か

の 全部又は 一部を減 少させな いことと すること が

ら の規定に より減少 すべきそ の他資本 剰余金の 額

前項、前三 款及び 第四節の場 合にお いて、こ れ

れら の規定に かかわら ず、減少 させない ことが 適

、 その他資 本剰余金 の額を減 少させな いことが で

前項、前三款 並びに第四節及び 第五節の二の場 ３

当な 額につい ては、そ の他資本 剰余金の 額を減 少

きる。

３

させないことができる。

［同上］

（その他利益剰余金の額）
第二十九条

（その他利益剰余金の額）
［略］

株式会社の その他 利益剰余金 の額は 、次項、 前

三 款及び第 四節に定 めるとこ ろのほか 、次の各 号

株式会社のそ の他利益剰余金の 額は、次項、前 ２

第二十九条
２

三款 並びに第 四節及び 第五節の 二に定め るとこ ろ

に 掲げる場 合に限り 、当該各 号に定め る額が減 少

［同上］
第四節

［一款一条を加える。］

に際しての株主資本及び社員資本

吸収 合併、吸収 分割及 び株式交 換

同上］

のほ か、次の 各号に掲 げる場合 に限り、 当該各 号

３

［一～四

するものとする。

略］

吸収合併、吸収分 割、株式交換及

に定める額が減少するものとする。

［略］

［一～四
３
第四節

び株式交付に際しての株主資本及
び社員資本

株式交付に際し、 株式交付親会社

第四款 株式交付
第三十九条の二

にお いて変動 する株主 資本等の 総額（以 下この 条
にお いて「株 主資本等 変動額」 という。 ）は、 次
の各 号に掲げ る場合の 区分に応 じ、当該 各号に 定
める方法に従い定まる額とする。

２

一

当該株式交 付が支配取得に該 当する場合（株

吸収 型再 編対価 時価又 は株 式交付 子

式 交付子 会社に よる 支配取 得に該 当す る場合 を
除 く。）
会 社の株 式及び 新株 予約権 等の時 価を 基礎と し

株式交 付子会 社の 財産の 株

株式交付親 会社と株式交付子 会社が共通支配

て算定する方法
二
下 関係に ある場 合

式 交付の 直前の 帳簿 価額を 基礎と して 算定す る

前号に定め

方 法（前 号に定 める 方法に よるべ き部 分にあ っ

前二号に掲 げる場合以外の場 合

ては、当該方法）
三
る方法
前項の場合に は、株式交付親会 社の資本金及び

資本 剰余金の 増加額は 、株主資 本等変動 額の範 囲
内で 、株式交 付親会社 が株式交 付計画の 定めに 従
い定 めた額と し、利益 剰余金の 額は変動 しない も
のと する。た だし、法 第八百十 六条の八 の規定 に
よる 手続をと っている 場合以外 の場合に あって は
、株 式交付親 会社の資 本金及び 資本準備 金の増 加
額は 、株主資 本等変動 額に対価 自己株式 の帳簿 価
額を 加えて得 た額に株 式発行割 合（当該 株式交 付
に際 して発行 する株式 の数を当 該株式の 数及び 対
価自己株式の数の合計数で除して得た割合をい
う。 ）を乗じ て得た額 から株主 資本等変 動額ま で
（株 主資本等 変動額に 対価自己 株式の帳 簿価額 を
加え て得た額 に株式発 行割合を 乗じて得 た額が 株

主資 本等変動 額を上回 る場合に あっては 、株主 資
本等 変動額） の範囲内 で、株式 交付親会 社が株 式
交付 計画の定 めに従い それぞれ 定めた額 とし、 当
該額 の合計額 を株主資 本等変動 額から減 じて得 た

前項の規定に かかわらず、株主 資本等変動額が

額をその他資本剰余金の変動額とする。
３

零未 満の場合 には、当 該株主資 本等変動 額のう ち
、対 価自己株 式の処分 により生 ずる差損 の額を そ
の他 資本剰余 金の減少 額とし、 その余の 額をそ の
他利 益剰余金 の減少額 とし、資 本金、資 本準備 金
及び利益準備金の額は変動しないものとする。

取締役等の報 酬等として株式

第五節 吸収分割会社等の自己株式の処分
第五節の 二

第五節 吸収分割会社等の自己株式の処分

［一節二条を加える。］

を交付する場合の株主資本
（取締役等が株 式会社に対し割当 日後にその職務
の執 行として 募集株式 を対価と する役務 を提供 す

法第二百二条の二 第一項（同条第

る場合における株主資本の変動額）
第四十二条の二

三項の規定により読み替えて適用する場合を含
む。 ）の規定 により募 集株式を 引き受け る者の 募
集を 行う場合 において 、当該募 集株式を 引き受 け
る取 締役又は 執行役（ 以下この 節及び第 五十四 条
の二 において 「取締役 等」とい う。）が 株式会 社
に対 し当該募 集株式に 係る割当 日（法第 二百二 条
の二 第一項第 二号に規 定する割 当日をい う。以 下
この 節及び第 五十四条 の二にお いて同じ 。）後 に

その 職務の執 行として 当該募集 株式を対 価とす る
役務 を提供す るときは 、当該募 集に係る 株式の 発
行に より各事 業年度の 末日（臨 時計算書 類を作 成
しよ うとし、 又は作成 した場合 にあって は、臨 時
決算 日。以下 この項及 び第五項 において 「株主 資
本変 動日」と いう。） において 増加する 資本金 の
額は 、この省 令に別段 の定めが ある場合 を除き 、
第一 号に掲げ る額から 第二号に 掲げる額 を減じ て
得た 額に株式 発行割合 （当該募 集に際し て発行 す
る株 式の数を 当該募集 に際して 発行する 株式の 数
及び 処分する 自己株式 の数の合 計数で除 して得 た
割合 をいう。 以下この 条におい て同じ。 ）を乗 じ
て得 た額（零 未満であ る場合に あっては 、零。 以

下この条において「資本金等増加限度額」とい

イに掲げる 額からロに掲げる 額を減じて得た

う。）とする。
一

取締役等 が当該株主資本変 動日までにその

取締役等 が当該株主資本変 動日の直前の株

法第百九十 九条第一項第五号 に掲げる事項と

該株式会社に提供した役務の公正な評価額

主 資本 変動日 までに その 職務の 執行と して 当

ロ

ロにおいて同じ。）の公正な評価額

務 （当 該募集 株式を 対価 とする ものに 限る 。

職 務の 執行と して当 該株 式会社 に提供 した 役

イ

額（零未満である場合にあっては、零）

二

し て募集 株式の 交付 に係る 費用の 額の うち、 株

２

式 会社が 資本金 等増 加限度 額から 減ず るべき 額
と定めた額
資本金等増加 限度額の二分の一 を超えない額は

前項の規定に より資本金として 計上しないこと

、資本金として計上しないことができる。
３

とし た額は、 資本準備 金として 計上しな ければ な

法第二百二条 の二第一項（同条 第三項の規定に

らない。
４

より 読み替え て適用す る場合を 含む。） の規定 に
より 募集株式 を引き受 ける者の 募集を行 う場合 に
おい て、取締 役等が株 式会社に 対し当該 募集株 式
に係 る割当日 後にその 職務の執 行として 当該募 集
株式 を対価と する役務 を提供す るときは 、当該 割

当日 において 、当該募 集に際し て処分す る自己 株
式の 帳簿価額 をその他 資本剰余 金の額か ら減ず る

法第二百二条 の二第一項（同条 第三項の規定に

ものとする。
５
より 読み替え て適用す る場合を 含む。） の規定 に
より 募集株式 を引き受 ける者の 募集を行 う場合 に
おい て、取締 役等が株 式会社に 対し当該 募集株 式
に係 る割当日 後にその 職務の執 行として 当該募 集
株式 を対価と する役務 を提供す るときは 、各株 主
資本 変動日に おいて変 動する次 の各号に 掲げる 額

その他資本 剰余金の額

第一 項第一号に掲げ

は、当該各号に定める額とする。
一

る 額から 同項第 二号 に掲げ る額を 減じ て得た 額

６

に 自己株 式処分 割合 （一か ら株式 発行 割合を 減

その他利益 剰余金の額

第一 項第一号に掲げ

じて得た割合をいう。）を乗じて得た額
二
る 額から 同項第 二号 に掲げ る額を 減じ て得た 額
が 零未満 である 場合 におけ る当該 額に 株式発 行
割合を乗じて得た額
法第二百二条 の二第一項（同条 第三項の規定に

より 読み替え て適用す る場合を 含む。） の規定 に
より 募集株式 を引き受 ける者の 募集を行 う場合 に
おい て、取締 役等が株 式会社に 対し当該 募集株 式
に係 る割当日 後にその 職務の執 行として 当該募 集
株式 を対価と する役務 を提供す るときは 、自己 株
式対価額は、零とする。

７

第二十四条第 一項の規定にかか わらず、当該株

式会 社が法第 二百二条 の二第一 項（同条 第三項 の
規定 により読 み替えて 適用する 場合を含 む。） の
規定 による募 集に際し て自己株 式の処分 により 取
締役 等に対し て当該株 式会社の 株式を交 付した 場
合に おいて、 当該取締 役等が当 該株式の 割当て を
受け た際に約 したとこ ろに従っ て当該株 式を当 該
株式 会社に無 償で譲り 渡し、当 該株式会 社がこ れ
を取 得すると きは、当 該自己株 式の処分 に際し て
減少 した自己 株式の額 を、増加 すべき自 己株式 の
額とする。
（取締役等が株 式会社に対し割当 日前にその職務
の執 行として 募集株式 を対価と する役務 を提供 す

法第二百二条の二 第一項（同条第

る場合における株主資本の変動額）
第四十二条の三
三項の規定により読み替えて適用する場合を含
む。 ）の規定 により募 集株式を 引き受け る者の 募
集を 行う場合 において 、取締役 等が株式 会社に 対
し当 該募集株 式に係る 割当日前 にその職 務の執 行
とし て当該募 集株式を 対価とす る役務を 提供す る
とき は、当該 募集に係 る株式の 発行によ り増加 す
る資 本金の額 は、この 省令に別 段の定め がある 場
合を 除き、第 一号に掲 げる額か ら第二号 に掲げ る
額を 減じて得 た額に株 式発行割 合（当該 募集に 際
して 発行する 株式の数 を当該募 集に際し て発行 す
る株 式の数及 び処分す る自己株 式の数の 合計数 で

除して得た割合をいう。以下この条において同
じ。 ）を乗じ て得た額 （零未満 である場 合にあ っ
ては 、零。以 下この条 において 「資本金 等増加 限

第五十四条 の二第二項の規定 により減少する

法第百九十 九条第一項第五号 に掲げる事項と

資本金等増加 限度額の二分の一 を超えない額は

と定めた額

式 会社が 資本金 等増 加限度 額から 減ず るべき 額

し て募集 株式の 交付 に係る 費用の 額の うち、 株

二

株式引受権の額

一

度額」という。）とする。

２

前項の規定に より資本金として 計上しないこと

、資本金として計上しないことができる。
３

とし た額は、 資本準備 金として 計上しな ければ な

法第二百二条 の二第一項（同条 第三項の規定に

らない。
４
より 読み替え て適用す る場合を 含む。） の規定 に
より 募集株式 を引き受 ける者の 募集を行 う場合 に
おい て、取締 役等が株 式会社に 対し当該 募集株 式
に係 る割当日 前にその 職務の執 行として 当該募 集
株式 を対価と する役務 を提供す るときは 、当該 行
為後 の次の各 号に掲げ る額は、 当該行為 の直前 の

イに 掲げる額からロ

当該 額に、当 該各号に 定める額 を加えて 得た額 と

その他資本 剰余金の額

する。
一

に掲げる額を減じて得た額

５

二

イ

第一項第 一号に掲げる額か ら同項第二号に

掲 げる 額を減 じて得 た額 に自己 株式処 分割 合
（ 一か ら株式 発行割 合を 減じて 得た割 合を い

第一 項第一号に掲げ

当該募集 に際して処分する 自己株式の帳簿

う。第五項において同じ。）を乗じて得た額
ロ
価額
その他利益 剰余金の額

る 額から 同項第 二号 に掲げ る額を 減じ て得た 額
が 零未満 である 場合 におけ る当該 額に 株式発 行
割合を乗じて得た額
法第二百二条 の二第一項（同条 第三項の規定に

より 読み替え て適用す る場合を 含む。） の規定 に
より 募集株式 を引き受 ける者の 募集を行 う場合 に

おい て、取締 役等が株 式会社に 対し当該 募集株 式
に係 る割当日 前にその 職務の執 行として 当該募 集
株式 を対価と する役務 を提供す るときは 、自己 株
式対 価額は、 第一項第 一号に掲 げる額か ら同項 第
二号 に掲げる 額を減じ て得た額 に自己株 式処分 割
合を乗じて得た額とする。
第六節 設立時の株主資本及び社員資本

第六節 設立時の株主資本及び社員資本

（ 土地再評価 差額金 を計上して いる会 社を当事 者

［同上］

（土地再評価差 額金を計上してい る会社を当事者

第五十四条

とする組織再編行為等における特則）

［略］

とする組織再編行為等における特則）
第五十四条

株式交換又は株式移転（以下この項において

「 交換移転 」という 。）に際 して前条 第三号に 掲

株式交換、株 式交付又は株式移 転（以下この項 ２

にお いて「交 換交付移 転」とい う。）に 際して 前

げ る再評価 差額を計 上してい る土地が 株式交換 完

２

条第 三号に掲 げる再評 価差額を 計上して いる土 地

規定 による再 評価前の 帳簿価額 を当該土 地の帳 簿

は、 当該土地 に係る土 地の再評 価に関す る法律 の

帳簿 価額を減 じて得た 額をもっ て算定す べきと き

ら負 債（新株 予約権に 係る義務 を含む。 ）に係 る

産（ 自己新株 予約権を 含む。） に係る帳 簿価額 か

価す べき日に おける当 該交換交 付移転子 会社の 資

とな る交換交 付移転子 会社の財 産の帳簿 価額を 評

設立 完全親会 社が付す べき帳簿 価額を算 定の基 礎

式交 換完全親 会社、株 式交付親 会社又は 株式移 転

おい て、当該 交換交付 移転子会 社の株式 につき 株

移転 子会社」 という。 ）の資産 に含まれ る場合 に

移転 完全子会 社（以下 この項に おいて「 交換交 付

が株 式交換完 全子会社 、株式交 付子会社 又は株 式

価 額とみな して、当 該交換移 転に係る 株主資本 等

規 定による 再評価前 の帳簿価 額を当該 土地の帳 簿

は 、当該土 地に係る 土地の再 評価に関 する法律 の

帳 簿価額を 減じて得 た額をも って算定 すべきと き

ら 負債（新 株予約権 に係る義 務を含む 。）に係 る

産 （自己新 株予約権 を含む。 ）に係る 帳簿価額 か

価 すべき日 における 当該交換 移転完全 子会社の 資

と なる交換 移転完全 子会社の 財産の帳 簿価額を 評

設 立完全親 会社が付 すべき帳 簿価額を 算定の基 礎

社 の株式に つき株式 交換完全 親会社又 は株式移 転

に 含まれる 場合にお いて、当 該交換移 転完全子 会

お いて「交 換移転完 全子会社 」という 。）の資 産

全 子会社又 は株式移 転完全子 会社（以 下この項 に

価額 とみなし て、当該 交換交付 移転に係 る株主 資

［略］

本等の計算に関する規定を適用する。
３
株式引受権

取締役等が株式会 社に対し法第二

第七節の二
第五十四条の二

百二 条の二第 一項（同 条第三項 の規定に より読 み
替え て適用す る場合を 含む。） の募集株 式に係 る
割当 日前にそ の職務の 執行とし て当該募 集株式 を
対価 とする役 務を提供 した場合 には、当 該役務 の
公正 な評価額 を、増加 すべき株 式引受権 の額と す
る。
２ 株式会社が前項の取締役等に対して同項の募集
株式を割り当てる場合には、当該募集株式に係る

［同上］

の計算に関する規定を適用する。

３

［一節一条を加える。］

割当日における同項の役務に対応する株式引受権
の帳簿価額を、減少すべき株式引受権の額とする
。

［略］

第八節 新株予約権
第五十五条

第八節 新株予約権
［同上］

前項に規定 する「 株式会社が 新株予 約権を発 行

第五十五条

前項に規定す る「株式会社が新 株予約権を発行 ２

す る場合」 とは、次 に掲げる 場合にお いて新株 予

２

する 場合」と は、次に 掲げる場 合におい て新株 予

約権を発行する場合をいう。
同上］
［号を加える。］

［一～九

約権を発行する場合をいう。
略］

株式交付に 際して他の株式会 社の株式又は新

［一～九
十

株予約権等の譲受けをする場合

第一項及び 第三項 から前項ま での規 定は、株 式

［３～７ 同上］

第一項及び第 三項から前項まで の規定は、株式 ８

［３～７ 略］
８

がで きる権利 をいう。 以下この 条におい て同じ 。

とに より当該 株式会社 の株式の 交付を受 けるこ と

権利 であって 、当該株 式会社に 対して行 使する こ

等交 付請求権 （株式引 受権及び 新株予約 権以外 の

い う。以下 この条に おいて同 じ。）に ついて準 用

式 会社の株 式の交付 を受ける ことがで きる権利 を

当 該株式会 社に対し て行使す ることに より当該 株

等 交付請求 権（新株 予約権以 外の権利 であって 、

［同上］

第七十五条

［同上］

（負債の部の区分）

９

する。

［略］

）について準用する。
９
（負債の部の区分）
［略］

次の各号に 掲げる 負債は、当 該各号 に定める も

一

次に掲げる負債

［同上］

［イ～ヘ 同上］

二

固定負債

のに属するものとする。

次の各号に掲 げる負債は、当該 各号に定めるも ２

第七十五条
２

［略］
固定負債

のに属するものとする。
一

次に掲げる負債
略］

二

［イ～ヘ

ト

ファイナ ンス・リース取引 におけるリース

資産除去 債務のうち、前号 リに掲げるもの

債務のうち、前号チに掲げるもの以外のもの
チ
以外のもの
リ ［略］

ト

ファイ ナンス ・リース取 引にお けるリー ス

資産除 去債務 のうち、前 号ヌに 掲げるも の

債務のうち、前号リに掲げるもの以外のもの
チ

以外のもの
リ ［同上］

純 資産の 部は、次の 各号に 掲げる貸 借

（純資産の部の区分）

純資 産の部は、次の各 号に掲げる貸借 第七 十六条

（純資産の部の区分）
第七十六条

対 照表等の 区分に応 じ、当該 各号に定 める項目 に

次に掲げる項目

対照 表等の区 分に応じ 、当該各 号に定め る項目 に

株式会社の貸借対照表

区分しなければならない。
一

［イ・ロ 同上］

次に掲げる項目

［イ・ロ

［号の細分を加える。］

株式会社の貸借対照表

区分しなければならない。
一

ハ 株式引受権

ハ ［同上］

略］

ニ ［略］

二

三

株式会社の連結貸借対照表 次に掲げる項目
［イ・ロ 同上］

二

［イ・ロ

［号の細分を加える。］

株式会社の連結貸借対照表 次に掲げる項目

ハ 株式引受権

ハ ［同上］

略］

ニ ［略］

ニ ［同上］
［同上］

［同上］

株主資本等 変動計 算書等は、 次の各 号に掲げ る

第九十六条

［２～９ 同上］

三

ホ ［略］
［略］

［２～９ 略］
［略］

株主資本等変 動計算書等は、次 の各号に掲げる ２

第九十六条
２

株 主資本等 変動計算 書等の区 分に応じ 、当該各 号

次に掲げる項目

株主 資本等変 動計算書 等の区分 に応じ、 当該各 号

株主資本等変動計算書

に定める項目に区分して表示しなければならな

一

に定める項目に区分して表示しなければならな

次に掲げる項目

い。
株主資本等変動計算書

い。
一

二

三

ハ 株式引受権

［イ・ロ

ハ ［同上］

［号の細分を加える。］

［イ・ロ 同上］

略］

ニ ［略］

連結株主資本等変動計算書 次に掲げる項目
［イ・ロ 同上］

二

［イ・ロ

［号の細分を加える。］

連結株主資本等変動計算書 次に掲げる項目

ハ 株式引受権

ハ ［同上］

略］

ニ ［略］

ニ ［同上］
［同上］
［３～７ 同上］

三

ホ ［略］
［略］

［３～７ 略］

評価・換算 差額等 又はその他 の包括 利益累計 額

、 新株予約 権及び非 支配株主 持分に係 る項目は 、

評価・換算差 額等又はその他の 包括利益累計額 ８

、株 式引受権 、新株予 約権及び 非支配株 主持分 に

そ れぞれ次 に掲げる ものにつ いて明ら かにしな け

８

係る 項目は、 それぞれ 次に掲げ るものに ついて 明

第二 号に掲げ るものに ついては 、その主 要なも の

らか にしなけ ればなら ない。こ の場合に おいて 、

る ものにつ いては、 その主要 なものを 変動事由 と

れ ばならな い。この 場合にお いて、第 二号に掲 げ

同上］
［同上］

（株主資本等変動計算書に関する注記）

９

［一～三

ともに明らかにすることを妨げない。

略］

を変動事由とともに明らかにすることを妨げな
い。

［略］

［一～三
９
（株主資本等変動計算書に関する注記）

株主 資本等 変動計算書 に関す る注記は 、

次 に掲げる 事項とす る。この 場合にお いて、連 結

株主資 本等変動計算書に 関する注記は、 第百 五条

次に 掲げる事 項とする 。この場 合におい て、連 結

注 記表を作 成する株 式会社は 、第二号 に掲げる 事

第百五条

注記 表を作成 する株式 会社は、 第二号に 掲げる 事

項以外の事項は、省略することができる。
同上］
［号を加える。］

［一～三

項以外の事項は、省略することができる。
略］

当該事業年 度の末日における 株式引受権に係

［一～三
四

る 当該株 式会社 の株 式の数 （種類 株式 発行会 社
にあっては、種類及び種類ごとの数）
［同上］

四

［略］

五

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）

連結 株主資 本等変動計 算書に 関する注 記

同上］
［号を加える。］

［一・二

は、次に掲げる事項とする。

連結株 主資本等変動計算 書に関する注記 第百 六条

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
第百六条
は、次に掲げる事項とする。
略］

当該連結会 計年度の末日にお ける株式引受権

［一・二
三

に 係る当 該株式 会社 の株式 の数（ 種類 株式発 行
会社にあっては、種類及び種類ごとの数）
［同上］

三

［略］

［１・２ 同上］

四

第百三十四条

（連結計算書類の提供）
［１・２ 略］

（連結計算書類の提供）
第百三十四条

３

５

４

［略］

［略］

［略］

６

５

４

３

［同上］

［同上］

［同上］

［同上］

［同上］

株式会 社が法第四 百四十 条第一項 の

電子提供措置をとる旨の定款の定めがある場合 ［項を加える。］

にお いて、第 一項の連 結計算書 類に係る 会計監 査
報告 又は監査 報告があ り、かつ 、その内 容をも 株
主に 対して提 供するこ とを定め たときは 、前二 項
の規 定による 提供に代 えて当該 会計監査 報告又 は
監査 報告に記 載され、 又は記録 された事 項に係 る

６
［略］

７

情報について電子提供措置をとることができる。

７
［略］

株 式会社が法第四百 四十条第一項の 第百 三十六条

８

第百三十六条

から 第七号ま でに掲げ る事項は 、当該事 業年度 に

しな ければな らない。 この場合 において 、第一 号

は、 次に掲げ る事項を 当該公告 において 明らか に

含む 。以下こ の項にお いて同じ 。）をす る場合 に

規定 による公 告（同条 第三項の 規定によ る措置 を

個別注記表に表示した注記に限るものとする。

か ら第七号 に掲げる 事項は、 当該事業 年度に係 る

し なければ ならない 。この場 合におい て、第一 号

は 、次に掲 げる事項 を当該公 告におい て明らか に

含 む。以下 この項に おいて同 じ。）を する場合 に

規 定による 公告（同 条第三項 の規定に よる措置 を

［２・３ 同上］

［一～八 同上］

係る個別注記表に表示した注記に限るものとす
る。
［一～八 略］
［２・３ 略］

純資産 の部は、次 に掲げ る項目に 区

（純資産の部）

［一・二

同上］

分しなければならない。

純 資産の部は、次に 掲げる項目に区 第百 四十一条

（純資産の部）
第百四十一条

略］

分しなければならない。
［一・二

三
［略］

株式引受権
三

［号を加える。］

（最終事業年度の末日後に生ずる控除額）

［２～６ 同上］

［同上］

四
［２～６ 略］
（最終事業年度の末日後に生ずる控除額）

務 省令で定 める各勘 定科目に 計上した 額の合計 額

法 第四百 四十六条第 七号に 規定する 法

務省 令で定め る各勘定 科目に計 上した額 の合計 額

は 、第一号 から第四 号までに 掲げる額 の合計額 か

法第 四百四十六条第七 号に規定する法 第百 五十条

は、 第一号か ら第四号 までに掲 げる額の 合計額 か

ら 第五号及 び第六号 に掲げる 額の合計 額を減じ て

第百五十条

ら第 五号から 第八号ま でに掲げ る額の合 計額を 減

得た額とする。
同上］
［号を加える。］

［一～六

じて得た額とする。
略］

最終事業年 度の末日後に第四 十二条の二第五

［一～六
七

項 第一号 の規定 によ り変動 したそ の他 資本剰 余
金の額

八

最終事業年 度の末日後に第四 十二条の二第七

項 の規定 により 自己 株式の 額を増 加し た場合 に
おける当該増加額

［号を加える。］

株式 会社にお ける法第 四百四十 六条第七 号に規 定

す る法務省 令で定め る各勘定 科目に計 上した額 の

株 式会社に おける法 第四百四 十六条第 七号に規 定

前項の規定 にかか わらず、最 終事業 年度のな い

する 法務省令 で定める 各勘定科 目に計上 した額 の

合 計額は、 第一号か ら第五号 までに掲 げる額の 合

前項の規定に かかわらず、最終 事業年度のない ２

合計 額は、第 一号から 第五号ま でに掲げ る額の 合

計 額から第 六号から 第十二号 までに掲 げる額の 合

２

計額 から第六 号から第 十四号ま でに掲げ る額の 合

計額を減じて得た額とする。

［号を加える。］

［号を加える。］

［一～十二 同上］

計額を減じて得た額とする。
略］

成立の日 後に第四十二条の 二第五項第一号

［一～十二
十三

成立の日 後に第四十二条の 二第七項の規定

の規定により変動したその他資本剰余金の額
十四

３

に より自 己株式 の額 を増加 した場 合に おける 当
該増加額
［略］

（計算書類に関する事項）

３

［同上］
（計算書類に関する事項）

定す る法務省 令で定め るものは 、同項の 規定に よ

る 公告の日 又は同項 の規定に よる催告 の日のい ず

定 する法務 省令で定 めるもの は、同項 の規定に よ

法第四 百四十九条 第二項 第二号に 規

る公 告の日又 は同項の 規定によ る催告の 日のい ず

れ か早い日 における 次の各号 に掲げる 場合の区 分

法 第四百四十九条第 二項第二号に規 第百 五十二条

れか 早い日に おける次 の各号に 掲げる場 合の区 分

に応じ、当該各号に定めるものとする。

第百五十二条

に応じ、当該各号に定めるものとする。

最終事業 年度に 係る貸借対 照表又 はその要 旨

に つき公 告対 象会社 （法第 四百 四十九 条第二 項

一

に つき公 告対象 会社 （法第 四百四 十九 条第二 項

第 二号の 株式 会社を いう。 以下 この条 におい て

最終事業年 度に係る貸借対照 表又はその要旨

第 二号の 株式会 社を いう。 以下こ の条 におい て

同 じ。） が法 第四百 四十条 第一 項又は 第二項 の

一

同 じ。） が法第 四百 四十条 第一項 又は 第二項 の

略］

規 定によ る公告 をし ている 場合
の
［イ～ハ

次に 掲げる も

規 定によ り公 告をし ている 場合
の
［イ～ハ 同上］
［二～六

同上］

［二～六

（その他減ずるべき額）

略］

（その他減ずるべき額）

次に 掲げる も

定 する法務 省令で定 める各勘 定科目に 計上した 額

法第四 百六十一条 第二項 第六号に 規

定す る法務省 令で定め る各勘定 科目に計 上した 額

の 合計額は 、第一号 から第八 号までに 掲げる額 の

法 第四百六十一条第 二項第六号に規 第百 五十八条

の合 計額は、 第一号か ら第八号 までに掲 げる額 の

合 計額から 第九号及 び第十号 に掲げる 額の合計 額

第百五十八条

合計 額から第 九号及び 第十号に 掲げる額 の合計 額

を減じて得た額とする。

最終事業 年度（ 法第四百六 十一条 第二項第 二

を減じて得た額とする。

一

号 に規定 する 場合に あって は、 法第四 百四十 一

最終事業年 度（法第四百六十 一条第二項第二

号 に規定 する場 合に あって は、法 第四 百四十 一

条 第一項 第二 号の期 間（当 該期 間が二 以上あ る

一

条 第一項 第二号 の期 間（当 該期間 が二 以上あ る

る当該イからハまでに定める額

か らハま でに掲 げる 場合に 該当す る場 合にお け

下 この号 及び第 四号 におい て同じ 。） が次の イ

繰 延資産 の部に 計上 した額 の合計 額を いう。 以

に 計上し たのれ んの 額を二 で除し て得 た額及 び

て 同じ。 ）にお ける のれん 等調整 額（ 資産の 部

第 六号ハ 、第八 号イ 及びロ 並びに 第九 号にお い

て は、成 立の日 。以 下この 号から 第三 号まで 、

第 二項第 二号に 規定 する場 合を除 く。 ）にあ っ

（ 最終事 業年度 がな い場合 （法第 四百 六十一 条

イ 及びロ 並びに 第九 号にお いて同 じ。 ）の末 日

以 下この 号から 第三 号まで 、第六 号ハ 、第八 号

場 合にあ っては 、そ の末日 が最も 遅い もの） 。

でに定める額

る 場合に 該当 する場 合にお ける 当該イ からハ ま

号 におい て同 じ。） が次の イか らハま でに掲 げ

上 した額 の合 計額を いう。 以下 この号 及び第 四

の 額を二 で除 して得 た額及 び繰 延資産 の部に 計

る のれん 等調 整額（ 資産の 部に 計上し たのれ ん

、 第八号 イ及 び第九 号にお いて 同じ。 ）にお け

立 の日。 以下 この号 、次号 、第 三号、 第六号 ハ

二 号に規 定す る場合 を除く 。） にあっ ては、 成

業 年度が ない 場合（ 法第四 百六 十一条 第二項 第

イ 及び第 九号 におい て同じ 。） の末日 （最終 事

以 下この 号、 次号、 第三号 、第 六号ハ 、第八 号

場 合にあ って は、そ の末日 が最 も遅い もの） 。

略］
略］

［イ～ハ
［二・三

同上］

［イ～ハ 同上］
［二・三

（ 第二条 第三項 第五 十五号 のある 事業 年度が 最

終 事業年 度で ある場 合に限 る。 ）は、 イに掲 げ

（ 第二条 第三 項第五 十一号 のあ る事業 年度が 最

株式会社 が連結 配当規制適 用会社 であると き

終 事業年 度であ る場 合に限 る。） は、 イに掲 げ

る 額から ロ及 びハに 掲げる 額の 合計額 を減じ て

四

る 額から ロ及び ハに 掲げる 額の合 計額 を減じ て

得 た額（ 当該 額が零 未満で ある 場合に あって は

株式会社が 連結配当規制適用 会社であるとき

得 た額（ 当該額 が零 未満で ある場 合に あって は

、零）

四

、零）

［同上］

［イ～ハ 同上］
五

略］

［略］

三百万円 に相当 する額から 次に掲 げる額の 合

［イ～ハ
五

六

計 額を減 じて 得た額 （当該 額が 零未満 である 場

三百万円に 相当する額から次 に掲げる額の合

計 額を減 じて得 た額 （当該 額が零 未満 である 場

合にあっては、零）

六

合にあっては、零）

ロ 株式引受権の額

イ ［略］

ロ ［同上］

［号の細分を加える。］

イ ［同上］

［同上］

ハ ［略］

七

次に掲げる額の合計額

ハ ［同上］

［略］

八

ニ ［略］
七
次に掲げる額の合計額

同上］
附 則

［九・十

ロ ［同上］

［号の細分を加える。］

イ ［同上］

八

最終事業 年度の末日後に第 四十二条の二第

イ ［略］
ロ

五 項第 一号の 規定に より 変動し たその 他資 本
剰余金の額

略］

ハ ［略］
［九・十
附 則

（募集株式の交付に係る費用等に関する特則）

次に 掲げる 規定に掲げ る額は 、当分の 間

、零とする。

次に掲 げる規定に掲げる 額は、当分の間 第十 一条

（募集株式の交付に係る費用等に関する特則）
第十一条
、零とする。

［号を加える。］

［号を加える。］

同上］

第四十二条の二第一項第二号

［同上］

［一～四

五
第四十二条の三第一項第二号

五

［同上］

略］

六
［略］

六

［一～四

七
［略］

表中の［ ］の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記であ

八
備考
る。

（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の一部改正）

第三条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則（平成十九年法務省令第二十八号）の一部を
次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍

正

後

改

正

前

線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。
改
目次
第一章 ［同上］

目次
第一章 ［略］

第二章 一般社団法人
機関

第二章 一般社団法人

第一節

第一款 ［同上］

機関
［略］

第二款 役員等（第十二条―第二十条）

第一節
第一款

役員等（第十二条―第二十条の二）

同上］

第二款

［第二節～第四節

略］

［第二節～第四節

機関
第一款 ［同上］

第一節

第三章 一般財団法人

［略］

機関

第三章 一般財団法人
第一節
第一款

第二款

役 員等（第六十一条 ―第六十三条の
二）
略］
略］

［第二節・第三節
［第四章～第六章
附則

第二款 役員等（第六十一条―第六十三条）

同上］
同上］

［第二節・第三節
［第四章～第六章
附則

法第四十七条の二に規定する法務省令 ［条を加える。］

（電子提供措置）
第七条の二

で定 めるもの は、第九 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 するも の
による措置とする。

法第四十七条の四第二項に規定する法 ［条を加える。］

（電子提供措置 をとる場合におけ る招集通知の記
載事項）
第七条の三

務省 令で定め る事項は 、電子提 供措置（ 法第四 十
七条 の二に規 定する電 子提供措 置をいう 。）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 その他の 当該者が 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ために必要な事項とする。

法第百十八条の三第一項に規定する ［条を加える。］

（役員等賠償責 任保険契約から除 外する保険契約
）
第二十条の二

被保険者に 保険者との間で保 険契約を締結す

法務省令で定めるものは、次に掲げるものとす
る。
一

る 一般社 団法人 を含 む保険 契約で あっ て、当 該
一 般社団 法人が その 業務に 関連し 第三 者に生 じ
た 損害を 賠償す る責 任を負 うこと 又は 当該責 任

の 追及に 係る請 求を 受ける ことに よっ て当該 一
般 社団法 人に生 ずる ことの ある損 害を 保険者 が

役員等が第 三者に生じた損害 を賠償する責任

塡 補する ことを 主た る目的 として 締結 される も
の
二

を 負うこ と又は 当該 責任の 追及に 係る 請求を 受
け ること によっ て当 該役員 等に生 ずる ことの あ
る 損害（ 役員等 がそ の職務 上の義 務に 違反し 若
し くは職 務を怠 った ことに よって 第三 者に生 じ
た 損害を 賠償す る責 任を負 うこと 又は 当該責 任
の 追及に 係る請 求を 受ける ことに よっ て当該 役
員 等に生 ずるこ との ある損 害を除 く。 ）を保 険
者が塡補することを目的として締結されるもの

第二節 計算
（貸借対照表等の電磁的方法による公開の方法）

第二節 計算

（貸借対照表等の電磁的方法による公開の方法）

置 は、第九 十二条第 一項第一 号ロに掲 げる方法 の

法 第百二 十八条第三 項の規 定による 措

置は 、第九十 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

法第 百二十八条第三項 の規定による措 第五 十一条

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

第五十一条

装置 を使用す る方法に よって行 わなけれ ばなら な

こ とにより 、その記 録媒体の うち自動 公衆送信 の

わなければならない。

を いう。以 下同じ。 ）を使用 する方法 によって 行

さ れる情報 を自動公 衆送信す る機能を 有する装 置

用 に供する 部分に記 録され、 又は当該 装置に入 力

い。

（役員等のため に締結される保険 契約に関する規
定の準用）

第六十三条の二

第二十条の二の規定は、法第百九 ［条を加える。］

十八 条の二に おいて準 用する法 第百十八 条の三 第
一項 の規定に より法務 省令で定 めるべき 事項に つ
いて 準用する 。この場 合におい て、「一 般社団 法
人」 とあるの は、「一 般財団法 人」と読 み替え る

第二節 計算

表中の［ ］の記載及び二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

第二節 計算

ものとする。

備考
附 則
（施行期日）

第一条 この省令は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第七十号。以下この条及び次条第十三項

において「会社法改正法」という。）の施行の日（令和三年三月一日。以下「施行日」という。）から施

行する。ただし、第一条第二表に係る改正規定、第二条中会社計算規則第二条第二項第十五号の次に一号

を加える改正規定及び第百三十四条の改正規定並びに第三条中一般社団法人及び一般財団法人に関する法

律施行規則第七条の次に二条を加える改正規定及び第五十一条の改正規定は、会社法改正法附則第一条た

だし書に規定する規定の施行の日（次条第四項及び第五項において「一部施行日」という。）から施行す
る。
（会社法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条 施行日前に招集の手続が開始された創立総会又は種類創立総会に係る創立総会参考書類の記載につ

施行日前に会社法（以下「法」という。）第百七十一条第一項の株主総会の決議がされた場合における

いては、なお従前の例による。
２

その全部取得条項付種類株式の取得に係る法第百七十一条の二第一項に規定する書面又は電磁的記録の記

施行日前に法第百八十条第二項の株主総会（株式の併合をするために種類株主総会の決議を要する場合

載又は記録については、なお従前の例による。
３

にあっては、当該種類株主総会を含む。）の決議がされた場合におけるその株式の併合に係る法第百八十

二条の二第一項に規定する書面又は電磁的記録の記載又は記録については、なお従前の例による。

４

一部施行日前に法第百九十九条第二項に規定する募集事項の決定があった場合におけるその募集に応じ

一部施行日前に法第二百三十八条第一項に規定する募集事項の決定があった場合におけるその募集に応

て募集株式の引受けの申込みをしようとする者に対して通知すべき事項については、なお従前の例による
。
５

じて募集新株予約権の引受けの申込みをしようとする者に対して通知すべき事項については、なお従前の

第一条の規定（同条第一表に係る改正規定に限る。）による改正後の会社法施行規則（以下「新会社法

例による。
６

施行規則」という。）第七十四条第一項第五号及び第六号、第七十四条の三第一項第七号及び第八号、第

七十五条第五号及び第六号、第七十六条第一項第七号及び第八号並びに第七十七条第六号及び第七号の規

施行日以後にその末日が到来する事業年度のうち最初のものに係る定時株主総会より前に開催される株

定は、施行日以後に締結される補償契約及び役員等賠償責任保険契約について適用する。
７

主総会又は種類株主総会に係る株主総会参考書類の記載については、新会社法施行規則第七十四条第三項

第三号並びに第四項第七号ロ及びハ、第七十四条の二、第七十四条の三第三項第三号並びに第四項第七号

ロ及びハ並びに第七十六条第三項第三号並びに第四項第六号ロ及びハ（これらの規定を会社法施行規則第

前項の株主総会参考書類の記載に係る社外役員及び社外取締役候補者については、新会社法施行規則第

九十五条第三号において準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、なお従前の例による。
８

前三項に定めるもののほか、施行日前に招集の手続が開始された株主総会又は種類株主総会に係る株主

二条第三項第五号及び第七号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
９

総会参考書類の記載については、なお従前の例による。

新会社法施行規則第百十九条第二号の二、第百二十一条第三号の二から第三号の四まで、第百二十一条

前項に定めるもののほか、施行日前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る株式会社の

行日以後に締結された補償契約及び役員等賠償責任保険契約について適用する。

の二、第百二十五条第二号から第四号まで及び第百二十六条第七号の二から第七号の四までの規定は、施

10

第百二十四条第二項の理由の記載又は記録については、なお従前の例による。

の事業報告における第一条（同条第一表に係る改正規定に限る。）の規定による改正前の会社法施行規則

事業報告の記載又は記録及び施行日以後にその末日が到来する事業年度のうち最初のものに係る株式会社

11

前項の事業報告の記載又は記録に係る社外役員については、新会社法施行規則第二条第三項第五号の規

施行日前に会社法改正法による改正前の法第六百七十六条に規定する事項の決定があった場合における

定にかかわらず、なお従前の例による。

12

施行日前に招集の手続が開始された社債権者集会に係る社債権者集会参考書類及び議決権行使書面の記

かかわらず、なお従前の例による。

の新株予約権付社債の発行の手続については、新会社法施行規則第百六十二条及び第百六十三条の規定に

その募集社債及び施行日前に法第二百三十八条第一項に規定する募集事項の決定があった場合におけるそ

13
載については、なお従前の例による。
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