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概要情報
法令の概要情報は、法令の一部改正等の内容について、図等を用いてわかりやすく説明したものです。

例  会社法の一部を改正する法律の概要

Article 25 of the Supplementary Provisions to Amendment of the Companies Act 2014 (Enforced May 2015)
"The Government of Japan is to, when two years have passed after the enforcement of this Act, review systems of corporate governance taking into account
changes which occur to the socioeconomic environment, including prevalence of the appointment of outside directors. The Government of Japan is to take
necessary measures including imposing the obligation to appoint an outside director, in cases where this is deemed necessary based on the findings of the
review".

Item 1: Review of Regulations of General Shareholder Meetings

Outline of Act Partially Amending the Companies Act
Judicial System Department of the 
Ministry of Justice

February 2017 Minister of Justice consults with the Legislative Council

April 2017 Legislative Division deliberations commence

February 2018 Interim draft policy compiled

February – April 2018 Public comment

January 16th 2019 Summary outline compiled

February 14th 2019 Summary outline compiled and reported

Establishment of a System for Providing General Shareholder Meeting Materials in Electronic Format 
【Article 325-2~325-5】
Under current law, the consent of each individual shareholder is required in order to provide general shareholder 
meeting materials in electronic format.
・Provide a new system whereby general shareholder meeting materials are uploaded onto a website, and 

shareholders are notified in writing of the website address, etc.
・Shareholders can request the delivery of materials in paper-based format if desired.

Prepare measures against abuse of Shareholder’s Right to Propose
In recent years, some shareholders have abused their right to propose (for instance, one shareholder making a 
large number of proposals). The court has recognized such cases as an abuse of rights.
・Limit the number of proposals for each shareholder up to 10. 【Article 305, paragraph 4, 5】

Website

Notice to convene

Browse content online

Request for delivery of materials in paper-based format

Notice to convene and general shareholder meeting materials

Send the notice to convene containing 
the website address, etc. by 2 weeks 
prior to the general shareholder meeting

Send notice to convene as well as a 
paper copy of materials by 2 weeks 
prior to the general shareholder 
meeting

Shareholder

Shareholder

Stock 
Company

Upload Information by 3 
weeks prior to the general 
shareholder meetingContent, etc. of general 

shareholder meeting materials 
(reference documents, business 
reports, etc.)

Process of Review

第１ 株主総会に関する規律の見直し

会社法の一部を改正する法律の概要 法務省民事局

Ｈ２９．２ 法務大臣から法制審議会へ諮問
Ｈ２９．４～ 法制審部会での調査審議開始
Ｈ３０．２ 中間試案の取りまとめ

Ｈ３０．２～４ パブリックコメント
Ｈ３１．１．１６ 要綱案の取りまとめ
Ｈ３１．２．１４ 要綱の取りまとめ・答申

株主総会資料の電子提供制度の創設【第３２５条の２～第３２５条の５（新旧Ｐ１７～２２）】

現行法上は，インターネット等を用いて株主総会資料を株主に提供するためには，株主の個別の承諾が必要。

• 株主総会資料をウェブサイトに掲載し，株主に対してそのアドレス等を書面で通知する方法により，
株主総会資料を株主に提供することができる制度を新たに設ける。

• 書面での資料提供を希望する株主は，書面の交付を請求することができる。

株主提案権の濫用的な行使を制限するための措置の整備
近年，一人の株主が膨大な数の議案を提案するなど，株主提案権の濫用的な行使事例が発生し，権利の濫用
と認められた裁判例もある。

• 株主が提案することができる議案の数を１０までとする上限を新たに設ける。【第３０５条第４項，第５項
（新旧Ｐ１０，１１）】
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ウェブサイト

招集の通知

ウェブサイトにアクセス
して内容を閲覧

書面交付請求

招集の通知及び株主総会資料

株主総会の日の２週間前までに，上
記ウェブサイトのアドレス等を記載し
た招集の通知を発出

株主総会の日の２週間前までに，株
主総会の招集通知とともに，株主総
会資料を書面で提供

株主

株主

株式会社

株主総会の日の３週間
前までに情報を掲載
（電子提供措置）株主総会資料（株主総

会参考書類，事業報
告等）の内容等

平成２６年改正会社法附則第２５条（平成２７年５月施行）

「政府は，この法律の施行後二年を経過した場合において，社外取締役の選任状況その他の社会経
済情勢の変化等を勘案し，企業統治に係る制度の在り方について検討を加え，必要があると認めると
きは，その結果に基づいて，社外取締役を置くことの義務付け等所要の措置を講ずるものとする。」

検討の経過

法令外国語訳
推進キャラクター：ＹＡＫＵ（訳）

法令用語日英標準対訳辞書
法令用語の対訳辞書である「法令用語日英標準対訳辞書」も公開しています。

メニューバー 辞書検索 ▶ ダウンロード

法令翻訳の手引き
法令を英訳する際に注意すべき事項をまとめた「法令翻訳の手引き」も公開しています。

メニューバー その他 ▶ 関連情報 ▶ 法令翻訳の手引き

※ 法令翻訳の手引きは日本語版のみとなります。

⃝ 統一的で信頼できる法令の英訳が行
われることを目的に作成

⃝ 法令外国語訳の専門家等により検討さ
れた訳語を掲載（約３,８００語収録）

https://www.japaneselawtranslation.go.jp
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例  法令名で「商標法」と検索すると…

探したい章や条をクリックすれば、
該当部分が表示されます。

CLICK

CLICK

例  キーワードで「相手方」と検索すると…

❶キーワード
❷五十音
❸アルファベット
で「法令用語日英標準対訳
辞書」掲載の用語を検索す
ることができます。❷ ❸

❶

❶キーワード
❷法令名
❸法令番号
❹分野別
❺担当機関
で検索することができます。商標法

❸ ❹ ❺❷

❶

法令検索 ▶︎英訳された法令を探したい！

例  「株式」という文言で検索すると…

クリックすると
全文が表示されます。

キーワードに文言を
入力すると、法令中
に使用されている部
分が一覧で表示され
ます。

検索結果は、キーワー
ドに入力した文言が
含まれた文章全体が
表示されますので、
どのような文脈で使
用されているのかを
簡単に調べることが
でき、翻訳作業の参
考とすることもでき
ます。

文脈検索 ▶︎ 法令中の様々な文言がどのように翻訳されて
いるか知りたい！

▶︎法令用語の英訳を調べたい！

ダウンロード可能！
（テキスト、Ｗｏｒｄ、ＰＤＦ形式）

表示形式を選択できます。
※ 英語のみ、日本語のみの表示も選択できます。

日英併記形式


