
対応
分類

対応
内容

1 会社計算規則
第158条
第160条

事業年度決算の会計監査報告書および
監査報告書の提出期限

新型インフルエンザ発生時には、保険会社が社会的に求められる機能（保険金支払等）
を必要最小限維持する人員体制とするため、決算作業に支障をきたし弾力的な決算日
程の運営が必要となる懸念がある

弾力的な運営が可能な特例
措置

金融事業者 法務省 A5 ×

2 会社法 第11条 株主名簿の基準日

①会社は基準日を定める場合は、基準日株主が行使できる権利（基準日から三箇月以
内に行使するものに限る）の内容を定めなければならない　とされているが、これが実行
できない可能性がある。
②会社が基準日を定めた場合は、当該日の二週間前までに定めた内容を公告しなけれ
ばならない　とされているが、これが実行できない可能性がある。

金融事業者 法務省 A5 ×

3 会社法
58条
64条

株式の払込金受け入れ及び保管証明書
閉鎖店舗においては、払込金の受け入れや保管証明書の発行ができない可能性があ
る。

金融事業者 法務省 A5 ×

4 会社法
681条、683
条

社債原簿の作成・管理 当該書類の作成等の事務が滞るおそれがある。 金融事業者 法務省 A5 ×

5 会社法
701条～714
条

社債管理者の業務等 社債管理業務が滞るおそれがある。 金融事業者 法務省 A5 ×

6 会社法
第124条、
第296条

株主総会の基準日及び招集
新型インフルエンザの流行時に定期株主総会を開催することができない可能性があるた
め

総会の延期を可とされたい 金融事業者 法務省 A5 ×

通し
番号

運用上の要望事項
（あれば）

法令所管
省庁

業種

社会機能維持者に対する弾力運用等の検討が必要となる法令リスト【関係規制法：法務省】

支障となる内容・理由法令名 条項
条項の
説明

結果

法務省 - 1



対応
分類

対応
内容

通し
番号

運用上の要望事項
（あれば）

法令所管
省庁

業種支障となる内容・理由法令名 条項
条項の
説明

結果

7 会社法 第124条 基準日
多くの株主が総会会場に集合することにより、感染拡大を引き起こす原因となることか
ら。

召集時期の延期等の緩和 金融事業者 法務省 A5 ×

8 会社法 第296条 株主総会の招集
多くの株主が総会会場に集合することにより、感染拡大を引き起こす原因となることか
ら。

召集時期の延期等の緩和 金融事業者 法務省 A5 ×

9 会社法
第296条
第915条

株主総会の招集
変更の登記

取締役会、株主総会、登記など、期日通り手続きを実施できない恐れがある。（発生時に
は、担当部門において勤務できる人員が減少するため、期日までに開催することが難し
くなる可能性があるため。）

金融事業者 法務省 A5 ×

10 会社法 第381条 監査役の権限
最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とするため、対応に当た
る要員が不足する等により対応が遅延する可能性があるため。

パンデミック期は、これらの書
面の作成を猶予し、一定期間
経過後に簡便な書面で差し支
えないものとして取り扱う。

金融事業者 法務省 A5 ×

11 会社法 第437条 計算書類等の株主への提供
本社が正常に機能しない状況下では、定時株主総会の招集の際に必要な計算書類及
び事業報告の提供が出来ない可能性があるため

総会の延期又は事後提出を
可とされたい

金融事業者 法務省 A5 ×

12 会社法 第438条 計算書類等の定時株主総会への提出等
本社が正常に機能しない状況下では、定時株主総会へ必要な計算書類及び事業報告
の提出が出来ない可能性があるため

総会の延期又は事後提出を
可とされたい

金融事業者 法務省 A5 ×

13 会社法 第440条 計算書類の公告
本社が正常に機能しない状況下では、定時株主総会の終結後遅延なく公告を行なうこと
が出来ない可能性があるため

総会の延期又は事後提出を
可とされたい

金融事業者 法務省 A5 ×
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分類

対応
内容

通し
番号

運用上の要望事項
（あれば）

法令所管
省庁

業種支障となる内容・理由法令名 条項
条項の
説明

結果

14 会社法 第442条 計算書類等の備置き及び閲覧等
本社が正常に機能しない状況下では、定時株主総会の日の二週間前に必要な計算書
類及び事業報告の備え置きが出来ない可能性があるため

総会の延期又は事後提出を
可とされたい

金融事業者 法務省 A5 ×

15 会社法 第117条等 株式の価格の決定等
新型インフルエンザ発生時には、少ない人員体制となるため、株式買取請求への支払
が遅延する可能性がある。

金融事業者 法務省 A5 ×

16 会社法
第124②､
296①等

株主総会の開催

･定時株主総会は､6月(基準日から3月以内)に開催が必要であるため。(会124②､296①､
定款12）
･株主総会開催日の2週間前までに招集通知の発送が必要であるため。(会299①)
･取締役会にて計算書類等の承認､総会招集の決定が必要であるため。
(会298､436③)
･計算書類等の会計監査人､監査役の監査が必要であるため。
(会435②､436②､計規158､160､施規132)

法令に定められた提出期限
の延長及び違反した場合の
罰則規定の免除を要望

鉄道業 法務省 A5 ×

17 会社法

第124条
第298条
会社法施行
規則第63条

総会（開催）

①会社は基準日を定める場合は、基準日株主が行使できる権利（基準日から三箇月以
内に行使するものに限る）の内容を定めなければならない　とされているが、これが実行
できない可能性がある。
②会社が基準日を定めた場合は、当該日の二週間前までに定めた内容を公告しなけれ
ばならない　とされているが、これが実行できない可能性がある。
③会社が株主総会の招集を決定する場合、法務省令で定める必要事項について、適切
に実行されない可能性がある。

金融事業者 法務省 A5 ×
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対応
分類

対応
内容

通し
番号

運用上の要望事項
（あれば）

法令所管
省庁

業種支障となる内容・理由法令名 条項
条項の
説明

結果

18 会社法

第139条
第141条第3

項
第142条第2

項
第144条第2

項
第145条

会社法施行
規則第26条

株式譲渡

①譲渡等の承認の決定は、株主総会の決議（若しくは取締役会決議）によらなければな
らない　とされているが、これが正常にできない可能性がある。
②譲渡等承認請求者は、株式会社による株式買取りの通知を受け、株式会社が供託を
行った証を交付した場合、一週間以内に株券を供託しなければならない　とされている
が、これが正常にできない可能性がある。
③譲渡等承認請求者は、指定買取人による株式買取りの通知を受け、同人が供託を
行った証を交付した場合、一週間以内に株券を供託しなければならない　とされている
が、これが正常にできない可能性がある。
④株式会社又は譲渡等承認請求者は、株式会社又は指定買取人による買取りを決定し
た旨の通知を受けた日から20日以内に、裁判所に対し売買価格の決定の申立てをする
ことができる　とされているが、これが正常にできない可能性がある。
⑤株式会社は、譲渡等の承認の決定通知を、会136条、137条第1項の規定による承認
の日から2週間以内に行うこととされているが、これが正常にできない可能性がある。
⑥株式会社は、会139条第2項の通知の日から40日以内に株式会社による買取り通知を
行うこと（指定買取人が10日以内に買取りの通知をした場合を除く）とされているが、これ
らが正常にできない可能性がある。

金融事業者 法務省 A5 ×

19 会社法

第160条第2
項
会社法施行
規則第28条

自己株式の取得
①特定の株主から自己株式を取得する場合の通知期限は総会の日の2週間前とされて
いるが、これが正常にできない可能性がある。

金融事業者 法務省 A5 ×

20 会社法 第202条等 株主に株式の割当
新型インフルエンザ発生時には、少ない人員体制となるため、株主への株式割当に関す
る通知が遅延する可能性がある。

金融事業者 法務省 A5 ×

21 会社法 第296条 株主総会の招集
発生時には、総会のための人員不足になるため、事業年度の終了後一定の時期に招集
することができない場合もある。 招集の期限の弾力化 海運業 法務省 A5 ×

22 会社法 第296条
定時株主総会は、毎事業年度の終了後
一定の時期に召集しなければならない。

発生の時期と程度によっては、開催できない可能性がある 特例を認めていただく パン製造業 法務省 A5 ×

23 会社法
第296条、
第299条

株主総会の開催及び招集通知
新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制のため、また株主自体の欠席に
より、適時に開催できない可能性がある。事務要員の減少により、招集を通知できない
可能性がある。

当該規定の運用について、弾
力的対応または必要な立法
措置をお願いしたい。

金融事業者 法務省 A5 ×
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対応
分類

対応
内容

通し
番号

運用上の要望事項
（あれば）

法令所管
省庁

業種支障となる内容・理由法令名 条項
条項の
説明

結果

24 会社法
第296条第1
項

定時株主総会の招集期限
新型インフルエンザ発生時には、役職員の罹患・欠勤により、定時株主総会に提出し報
告し承認を受けるべき、計算書類及び事業報告の作成、同書類・報告に対する監査役
及び会計監査人による監査、取締役による承認が遅延する可能性がある。

金融事業者 法務省 A5 ×

25 会社法 第296条等 株主総会の招集等
新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、定められた期日に株
主総会招集・開催等が行えない可能性がある。

金融事業者 法務省 A5 ×

26 会社法 第２９９条 株主総会の招集の通知
株主に対し、２週間前までに招集通知を発しなければならないが、社員の感染拡大によ
り、遅れてしまう可能性がある。

招集通知発信期間の短縮を
許可

販売業 法務省 A5 ×

27 会社法
第299条
会社法施行
規則第94条

株主（招集通知・参考書類）

①株主総会を招集する場合は、取締役は総会会日の2週間前までに、株主に対しその
通知をすることとなっているが、これが正常にできない可能性がある。
②総会参考資料に記載すべき事項を、総会の日から3ヶ月が経過する日までに、継続し
てインターネット開示ができる特則があるが、これが適切に運用されない可能性がある。

金融事業者 法務省 A5 ×

28 会社法 第301条
株主総会参考書類及び議決権行使書面
の交付

新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制により、第299条第1項の通知に
際し、株主に対し議決権行使について参考となるべき事項を記載した「株主総会参考書
類」及び株主が議決権を行使するための「議決権行使書面」の交付が出来ない可能性
がある。

当該規定の運用について、弾
力的対応または必要な立法
措置をお願いしたい。

金融事業者 法務省 A5 ×

29 会社法
第303条
第305条

総会（株主提案権）

①株主提案権の請求は、総会会日の8週間前までにしなければならない　とされている
が、これが正常にできない可能性がある。
②株主は、取締役に対し、総会の日の8週間前までに、総会の目的である事項につき当
該株主が提出しようとする議案の要領を株主に通知することを請求することができる　と
されているが、これが正常にできない可能性がある。

金融事業者 法務省 A5 ×
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対応
分類

対応
内容

通し
番号

運用上の要望事項
（あれば）

法令所管
省庁

業種支障となる内容・理由法令名 条項
条項の
説明

結果

30 会社法 第309条 株主総会の決議
新型インフルエンザ発生時に、多数の株主が株主総会に出席出来なかった場合、株主
総会の定足数を満たすことが出来ず、株主総会で決議出来ない可能性がある。

法令に定められた開催期限
の延長を要望

空港管理者 法務省 A5 ×

31 会社法 第309条 総会（決議）
定足数、議決権数等において決議用件を満たさない、等の理由により、株主総会が正常
に開催されない可能性がある。

金融事業者 法務省 A5 ×

32 会社法
第310条第3
項

総会（議決権行使） 代理権を証明する書類を提出できない可能性がある。 金融事業者 法務省 A5 ×

33 会社法 第314条 取締役等の説明義務

取締役、監査役及び執行役は、株主総会において、株主から特定の事項について説明
を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならないが、新型イ
ンフルエンザ発生時には、当該説明にあたる取締役等が欠席により説明できない可能
性がある。

当該規定の運用について、弾
力的対応または必要な立法
措置をお願いしたい。

金融事業者 法務省 A2 ×

34 会社法 第318条 株主総会議事録の作成
新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制のため、株主総会議事録が作成
できない可能性がある。

当該規定の運用について、弾
力的対応または必要な立法
措置をお願いしたい。

金融事業者 法務省 A5 ×

35 会社法 第348条 業務の執行
発生時には取締役の罹患等により、定款の定めに従った業務の執行が行えなくなる恐
れがある。

当該規定の運用について、弾
力的対応または必要な立法
措置をお願いしたい。

金融事業者 法務省 A5 ×

36 会社法 第362条 取締役の権限等
新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、内部統制が十分に
機能しない可能性がある。

当該規定の運用について、弾
力的対応または必要な立法
措置をお願いしたい。

金融事業者 法務省 A5 ×
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対応
内容

通し
番号

運用上の要望事項
（あれば）

法令所管
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業種支障となる内容・理由法令名 条項
条項の
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結果

37 会社法
第363条
第372条

取締役会に対する取締役の職務執行状
況の報告義務

発生時には、取締役、監査役が一堂に会するのは感染防止の観点から適当でないた
め。

3箇月に一回以上とする報告
期限の延長

金融事業者 法務省 A2 ×

38 会社法

第363条第2
項
第366条第3
項
第368条
第369条

取締役会

①取締役は三ヶ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければ
ならない　とされているが、これが正常にできない可能性がある。
②招集権者以外の取締役が取締役会の招集を請求し、5日以内に招集通知が発せられ
ない場合には、請求した取締役が招集することができる　とされているが、これが正常に
できない可能性がある。
③取締役会を招集する者は、、開日の1週間前までにその通知を発しなければならない
とされているが、これが正常にできない可能性がある。
④定足数、議決権数等において決議用件を満たさない、等の理由により、取締役会が正
常に開催されない可能性がある。

金融事業者 法務省 A5 ×

39 会社法 第363等 取締役会の開催

取締役会は､業務執行状況報告のため､最低3ヶ月に１回は開催必要があるため。(会
363②)
･また､上記以外にも、少なくとも総会招集取締役会､定時株主総会後の取締役会は開催
必要となる。

法令に定められた提出期限
の延長及び違反した場合の
罰則規定の免除を要望

鉄道業 法務省 A5 ×

40 会社法 第366条

取締役会は、各取締役が招集する。ただ
し、取締役会を招集する取締役を定款又
は取締役会で定めたときはその取締役
が召集する。

発生の時期と感染の状況によっては、開催できない可能性がある 特例を認めていただく パン製造業 法務省 A5 ×

41 会社法 第369条 取締役会の決議
発生時に、取締役会の参加可能な人員が不足するため。

取締役会の決議の条件緩和 海運業 法務省 A5 ×
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対応
内容

通し
番号

運用上の要望事項
（あれば）

法令所管
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結果

42 会社法 第369条 取締役会決議等 内部統制上、重要会議の開催ができず機関決定が十分機能しなくなる懸念
当該規定の運用について、弾
力的対応または必要な立法
措置をお願いしたい。

金融事業者 法務省 A5 ×

43 会社法 第381条 監査報告の作成
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とす
るため、左記手続を実施する人員を確保することが困難となるため。

提出期限の弾力的運用 金融事業者 法務省 A5 ×

44 会社法 第391条 監査役会は、各監査役が招集する。 発生の時期と感染の状況によっては、開催できない可能性がある 特例を認めていただく パン製造業 法務省 A5 ×

45 会社法 第393条 監査役会の決議
発生時に、監査役会の参加可能な人員が不足するため。

監査役会の決議の条件緩和 海運業 法務省 A5 ×

46 会社法
第432条～
444条

決算手続関係
役職員、監査役、会計監査人役職員に多数の新型インフルエンザ発症者が出た場合、
会社法に規定された手順及びスケジュールでの計算書類等の作成、監査、承認、公告
等が困難となる可能性がある。

当該規定の運用について、弾
力的対応または必要な立法
措置をお願いしたい。

金融事業者 法務省 A5 ×

47 会社法 第435条 計算書類等の作成及び保存
本法令等に基づき定期的に計算書類等の作成及び保存等を行っているが、新型インフ
ルエンザ発生時には、決算業務等の縮小・中断を余儀なくされ、これら資料の定期的な
作成等が困難になる恐れがある。

金融事業者 法務省 A5 ×
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対応
分類

対応
内容

通し
番号

運用上の要望事項
（あれば）

法令所管
省庁

業種支障となる内容・理由法令名 条項
条項の
説明

結果

48 会社法 第435条 計算書類等の作成の作成及び保存
新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、適切な時期に作成で
きない可能性がある。

当該規定の運用について、弾
力的対応または必要な立法
措置をお願いしたい。

金融事業者 法務省 A5 ×

49 会社法
第435条
第442条
第444条

計算書類・事業報告等の作成・備置義務
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とす
るため、左記手続を実施する人員を確保することが困難となるため。

作成・備置期限の延長 金融事業者 法務省 A5 ×

50 会社法 第435条等 計算書類の作成・提出
新型インフルエンザ発生時には、最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、定められた期間での提出ができなくなるため。

提出期限の延長 鉄道業 法務省 A5 ×

51 会社法 第436条 計算書類等の監査等
新型インフルエンザ発生時には、監査役による監査手続きが遅れるなどにより、適切な
時期に監査証明を受けることができない可能性がある。

当該規定の運用について、弾
力的対応または必要な立法
措置をお願いしたい。

金融事業者 法務省 A5 ×

52 会社法

第436条
第440条
第444条
会社法施行
規則第132
条
会社計算規
則第149
条、第152
条、第158
条、第160
条、第164
条

計算書類等作成・監査

①監査役監査報告等の通知期間が各々定められているが、これが正常にできない可能
性がある。
②会計監査人の監査報告の内容の通知期限が各々定められているが、これが正常に
できない可能性がある。
③会計監査人設置会社の監査役等の監査報告の通知期限が各々定められているが、
これが正常にできない可能性がある。

金融事業者 法務省 A5 ×

法務省 - 9



対応
分類

対応
内容

通し
番号

運用上の要望事項
（あれば）

法令所管
省庁

業種支障となる内容・理由法令名 条項
条項の
説明

結果

53 会社法 第440条 計算書類の公告
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とす
るため、左記手続を実施する人員を確保することが困難となるため。

金融事業者 法務省 A5 ×

54 会社法 第４４０条 計算書類の公告
新型インフルエンザ発生時には、通常と比べて少ない人員体制での業務執行とするた
め、期限内ないし遅滞ない対応が困難となる可能性がある。

新型インフルエンザ流行時の
ような特異事象が発生してい
る状況下においては、当該条
項の適用を免除していただく
か、期限・時期等を考慮して
いただきたい。

金融事業者 法務省 A5 ×

55 会社法 第440条 計算書類の公告
新型インフルエンザ発生時には、通常と比べて少ない人員体制での業務執行とするた
め、期限内又は遅滞ない対応が困難となる可能性がある。

新型インフルエンザ流行時の
ような特異事象が発生してい
る状況下においては、当該条
項の適用を免除していただく
か、期限・時期等を考慮して
いただきたい。

金融事業者 法務省 A5 ×

56 会社法 第440条 計算書類の公告 決裁業務の停滞・遅延により報告の遅れが想定される。 乳業 法務省 A5 ×

57 会社法 第440条等 公告
新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、会社法に基づく公告
ができない可能性がある。

弾力運用をお願いしたい。 金融事業者 法務省 A5 ×

58 会社法 第442条 計算書類の備置、閲覧等
発生時には、担当部門において勤務できる人員が減少するため、期日までに開示するこ
とが難しくなる可能性があるため。

金融事業者 法務省 A5 ×
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対応
分類

対応
内容

通し
番号

運用上の要望事項
（あれば）

法令所管
省庁

業種支障となる内容・理由法令名 条項
条項の
説明

結果

59 会社法
第5章
計算等

計算書類等
連結計算書類等の法定開示書類作成に係る人員の不足及び必要情報伝達の遅延が想
定される。

法務省 A5 ×

60 会社法
第5章
計算等

剰余金の配当
剰余金の配当について、決議済みの効力発生日に当社若しくは金融機関のパンデミック
により実際の処理ができないおそれがある。

法務省 A5 ×

61 会社法 第６１６条等
会計帳簿、計算書類、財産目録等の提
出命令

新型インフルエンザ発生時には、通常と比べて少ない人員体制での業務執行とするた
め、期限内ないし遅滞ない対応が困難となる可能性がある。

新型インフルエンザ流行時の
ような特異事象が発生してい
る状況下においては、当該条
項の適用を免除していただく
か、期限・時期等を考慮して
いただきたい。

金融事業者 法務省 A5 ×

62 会社法 第616条等
会計帳簿、計算書類、財産目録等の提
出命令

新型インフルエンザ発生時には、通常と比べて少ない人員体制での業務執行とするた
め、期限内又は遅滞ない対応が困難となる可能性がある。

新型インフルエンザ流行時の
ような特異事象が発生してい
る状況下においては、当該条
項の適用を免除していただく
か、期限・時期等を考慮して
いただきたい。

金融事業者 法務省 A5 ×

63 会社法 第907条等 登記
新型インフルエンザ発生時には、少ない人員体制となるため、各種登記が遅延する可能
性がある。

金融事業者 法務省 A5 ×

64 会社法
第911条
第915条他

商業登記
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とす
るため、左記手続を実施する人員を確保することが困難となるため。

登記の期限延長 金融事業者 法務省 A5 ×

65 会社法 第915条 変更の登記
最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とするため、対応に当た
る要員が不足する等により対応が遅延する可能性があるため。

パンデミック期は、これらの書
面の作成を猶予し、一定期間
経過後に簡便な書面で差し支
えないものとして取り扱う。

金融事業者 法務省 A5 ×
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対応
分類

対応
内容

通し
番号

運用上の要望事項
（あれば）

法令所管
省庁

業種支障となる内容・理由法令名 条項
条項の
説明

結果

66 会社法 第915条 登記
会社において法に定める事項に変更が生じたときは、二週間以内に変更の登記をしな
ければならない　とされているが、これが正常に行われない可能性がある。

金融事業者 法務省 A5 ×

67 会社法 第915条 変更の登記
新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、会社法に基づく変更
の登記ができない可能性がある。

弾力運用をお願いしたい。 金融事業者 法務省 A5 ×

68 会社法 第915条 変更の登記

会社において登記事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地にお
いて、変更の登記をしなければならないとされているが、新型インフルエンザ発生時に
は、社員の出社人数が少なく業務遂行に支障をきたすため、登記申請が遅れる可能性
がある。

法令に定められた提出期限
の延長及び違反した場合の
罰則規定の免除を要望

空港管理者 法務省 A5 ×

69 会社法 第９１５条 変更の登記
株主総会において、登記事項に変更が生じた場合、２週間以内に本店所在地において
変更登記をしなければならないが、社員の感染拡大により、遅れてしまう可能性がある。

遅延による罰則免除
（通常でも多少の遅れなら
ば、罰せられることはない）

販売業 法務省 A5 ×

70 会社法
第915条～
第932条ま
で

変更の登記等
新型インフルエンザ発生時には、少ない人員体制となるため、法定期限内に変更登記を
行なうことが遅延し、または困難となり得るため。

期限について、弾力的対応を
お願いしたい。

金融事業者 法務省 A5 ×

71 会社法 第９１５条等 会社の変更登記
本社が正常に機能しない状況下では、登記事項に変更が生じた場合、２週間以内に変
更の登記申請が遅滞する可能性があるため

金融事業者 法務省 A5 ×

72 会社法
第124条
第296条

定時株主総会の開催義務
発生時には、当行・株主（親会社・兄弟会社）とも必要最低限の国民生活の維持に必要
な業務のみ実施する人員体制とするため、左記手続を実施する人員、加えて株主同意
を確保することが困難となるため。

開催期限の延長、基準日期
限の延長
開催期限の弾力的な運用

金融事業者 法務省 A5 ×
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対応
分類

対応
内容

通し
番号

運用上の要望事項
（あれば）

法令所管
省庁

業種支障となる内容・理由法令名 条項
条項の
説明

結果

73 会社法 第296条等 株主総会の開催日時
新型インフルエンザの影響による欠勤等によってあらかじめ株主に通知した日時におい
て株主総会を開催することができないおそれがあります。

弾力運用をお願いしたい。 金融事業者 法務省 A5 ×

74 会社法
第362条～
第373条

取締役会
取締役が新型インフルエンザを発症した場合、定足数や決議に必要な員数を満たすこと
ができず、取締役会が会社法の規定通りに開催できない可能性、会社法上の取締役会
決議事項の決議ができない可能性がある。

金融事業者 法務省 A5 ×

75 会社法
第390条～
第395条

監査役会
監査役が新型インフルエンザを発症した場合、定足数や決議に必要な員数を満たすこと
ができず、監査役会が会社法の規定通りに開催できない可能性、会社法上の監査役会
決議事項の決議ができない可能性がある。

金融事業者 法務省 A5 ×

76 会社法
第432条～
第444条

会計帳簿等
最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とするため、対応に当た
る要員が不足する等により対応が遅延する可能性があるため。

パンデミック期は、これらの書
面の作成を猶予し、一定期間
経過後に簡便な書面で差し支
えないものとして取り扱う。

金融事業者 法務省 A5 ×

77 会社法 契約 ＰＢ商品がお客様に必要量お届けできなくなる
緊急食料を優先にアイテムを
絞る

パン製造業 法務省 A2 ×

78 会社法
定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表・損益計算書を公告しなければならない
が、社員の感染拡大により、遅れてしまう可能性がある。

遅延による罰則免除 販売業 法務省 A5 ×

79 会社法
臨時休業をした場合に、株主総会関連の法定義務が履行できない可能性ある（決算発
表、総会開催など）

百貨店業 法務省 A5 ×

80 会社法（計算規則） － 大会社の義務規定
発生時には、最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とするた
め、適時適正な会計処理、決算業務に支障をきたす可能性がある。

株式会社等 法務省 A5 ×
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対応
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対応
内容

通し
番号

運用上の要望事項
（あれば）

法令所管
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業種支障となる内容・理由法令名 条項
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結果

81 会社法
第4章
機関

株主総会、役員・会計監査人の選任、取
締役会、監査役会

株主総会については、多くの株主を一同に招集することになるため感染が拡大する。
その他の機関についても招集することによる感染のおそれがある。

法務省 A5 ×

82 旧商法 第420条 貸借対照表等の作成
貸借対照表・事務報告書等の提出については、証憑等の収集が進まず、期間内の作成
に物理的な困難が想定されるため。

期間延長・延期が可能となる
よう検討いただきたい

金融事業者 法務省 A5 ×

83 旧商法 第427条 決算報告書の作成
決算書類等の提出については、証憑等の収集が進まず、期間内の作成に物理的な困
難が想定されるため。

期間延長・延期が可能となる
よう検討いただきたい

金融事業者 法務省 A5 ×

84 旧商法 第430条 （清算に関する準用規定）
本支店の閉鎖が想定され、かつ平常時の方法により周知を実施することが困難となるこ
と等が想定されるため。

期間延長・延期等が可能とな
るよう検討いただきたい

金融事業者 法務省 A5 ×

85 刑事訴訟法 第197条2項 捜査関係事項照会
新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、捜査機関に対する報
告よりも保険金支払を優先させる可能性がある。

報告期限などについて捜査機
関による弾力的な運用を要望
する。

金融事業者 法務省 A5 ×

86
刑事訴訟法、刑事
訴訟規則など、刑
事訴訟関係法令

第197条2項
期日の指定、期間・期限の指定、
控訴期間、上告期間など

法的整理を行う場合、上記の民事訴訟関係と同様の問題が生じうる。
報告期限などについて捜査機
関による弾力的な運用を要望
する。

鉄道業 法務省 A5 ×

87 戸籍法
第87条、第
88条、第89
条

死亡の届出 死亡地の特定ができない場合が考えられる。
事前に事例を通知していただ
きたい

火葬・埋葬業 法務省 Ａ2 ×
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結果

88 戸籍法 死亡届の届出人は親族となっているが、親族は最も感染の可能性が高い。
保健所長等が届出代行を行
う。

火葬・埋葬業
法務省

Ａ2 ×

89 商業登記法 54条他
変更登記

役員変更登記等の申請期限

登記事項に変更が生じた場合、2週間以内に変更登記の申請が必要となるため。
・当該法務局を含む地域で発生したりすれば、申請手続どころでないし、必要な書面準
備・提出等も覚束ない。
・仮に新型インフルエンザにより役員が死亡した場合、それに伴う変更登記に必要な書
類（死亡届、住民票）を揃えるだけでも大変な状況が想定される。

・鎮圧・沈静化するまで、期限
の延長なり、申請の猶予のよ
うな制度はできないか

鉄道業 法務省 A5 ×

90 商法 第10条等 変更の登記及び消滅の登記
最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とするため、対応に当た
る要員が不足する等により対応が遅延する可能性があるため。

パンデミック期は、これらの書
面の作成を猶予し、一定期間
経過後に簡便な書面で差し支
えないものとして取り扱う。

金融事業者 法務省 A5 ×

91 商法 第508条 隔地者間における契約の申込み

新型インフルエンザ発生時において、著しく社会的混乱にいたるような状況下では、「相
当の期間内」に、または全く承諾の通知を発することが不可能または著しく困難となり
得、そのような場合に、当該申込みの効力を失わせることが不適当である場合があり得
るため。

当該規定の運用について、弾
力的対応または必要な立法
措置をお願いしたい。

金融事業者 法務省 A5 ×

92 商法 第516条 債務の履行の場所
新型インフルエンザ発生時において、著しく社会的混乱にいたるような状況下では、債権
者の現在の営業所（または住所）において債務を履行することが不可能または著しく困
難となり得るため。

当該規定の運用について、弾
力的対応または必要な立法
措置をお願いしたい。

金融事業者 法務省 A5 ×

93 商法 第522条 商事消滅時効
新型インフルエンザ発生時において、著しく社会的混乱にいたり、かつ、そのような状況
が長期にわたる場合には、５年の時効をもって債権を消滅させることが不適切な場合が
あり得るため。

当該規定の運用について、弾
力的対応または必要な立法
措置をお願いしたい。

金融事業者 法務省 A5 ×

94 商法
第644条
第678条

告知義務違反による解除権の消滅
発生時には、最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とすること
により、解除が速やかにできなくなるため。

金融事業者 法務省 A6 ×
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95 商法 供給契約等による供給の義務
原料メーカー、納入先においてインフルエンザが流行した場合、原料が入荷せず生産す
ることが出来ず、納品が出来なくなる。

パン製造業 法務省 A2 ×

96 商法
新型インフルエンザが発生し、需要が高まったとして、生産量に限界があり、顧客の注文
に対する供給が間に合わないことが発生する。

パン製造業 法務省 A2 ×

97 商法
新型インフルエンザが発生し、需要が高まる中、従業員の感染が拡大した場合、ラインを
稼動することが出来なくなり、生産が出来ず、供給が出来なくなる。（学校給食・病院食
等）

パン製造業 法務省 A2 ×

98 商法（保険）
第657条
第683条第1
項

危険の増加
保険契約者または被保険者が通常通知できたときにできない、または保険者が通常通
知を受けうるときに受けられないことが考えられるため。

期間延長・延期が可能となる
よう検討いただきたい

金融事業者 法務省 Ａ２ ×

99 商法（保険）

第663条
第682条
第683条第1
項

消滅時効 弁済、時効の中段方法を採ることができなくなる懸念があるため.
期間延長・延期が可能となる
よう検討いただきたい

金融事業者 法務省 A6 ×
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対応
分類

対応
内容

通し
番号

運用上の要望事項
（あれば）

法令所管
省庁

業種支障となる内容・理由法令名 条項
条項の
説明

結果

100 商法（保険）

第664条第2
項
第678条第2
項

告知義務違反の除斥期間 通常期限内に到達するべき解除の通知が届かなくなる可能性があるため。
期間延長・延期が可能となる
よう検討いただきたい

金融事業者 法務省 A6 ×

101 手形法 第38条 支払い提示の必要
新型インフルエンザ発生時には、少ない人員体制となるため、為替手形の所持人だった
場合に、支払いのための提示が遅延する可能性がある。

金融事業者 法務省 A6 ×

102 手形法 第45条 引受拒絶、支払拒絶の通知
新型インフルエンザ発生時には、少ない人員体制となるため、引受拒絶または支払拒絶
があったことの通知が遅延する可能性がある。

金融事業者 法務省 A5 ×

103
手形法及び小切手
法に基づく手形交
換所規則

不渡りに対する処分 資金繰り担当者の不在により、賃金ショートを起こし、事実上倒産。 パン製造業 法務省 A5 ×

104 倒産関係法令 届出期間、権利行使期間など 法的整理を行う場合、上記の民事訴訟関係と同様の問題が生じうる。 鉄道業 法務省 Ａ５ ×

105 弁護士法 第72条 非弁行為の禁止
賠償責任保険等の示談代行が認められていない保険において、被保険者である加害者
が新型インフルエンザに罹患した場合には、被害者救済のため示談代行を行う必要が
ある。

金融事業者 法務省 Ａ１ ×
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対応
分類

対応
内容

通し
番号

運用上の要望事項
（あれば）

法令所管
省庁

業種支障となる内容・理由法令名 条項
条項の
説明

結果

106 保険法
第21条1
項、
第81条1項

保険給付の履行期
新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、約款で定められた履
行期限までに支払うことが困難になる可能性がある。

民事法であるため、行政庁に
よる弾力運用という概念は考
えられず、履行遅滞とならな
いための特別の立法措置が
必要である。

金融事業者 法務省 Ａ２ ×

107 保険法
第28条4
項、
第84条4項

告知義務違反による解除
新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とすることや混乱時の郵便事情
のため、除斥期間内に解除権を行使できない可能性がある。

民事法であるため、行政庁に
よる弾力運用という概念は考
えられず、除斥期間を延長す
る等の特別の立法措置が必
要である。

金融事業者 法務省 Ａ３ ×

108 保険法
第11条
第77条

危険減少時の保険料の減額請求
新型インフルエンザ感染を対象とする保険金支払や積立保険の返戻に必要な人員体制
とするため、危険減少時の対応が困難となる恐れがある。

保険料返還が履行遅滞となら
ないような立法措置を講じて
いただきたい。

金融事業者 法務省 Ａ２ ×

109 保険法
第17条・第
51条・第80
条

（保険者の免責）
一定規模以上の支払が発生した場合、会社の健全性の状況によっては、支払不能とな
り、契約者利益や契約者間の公平性の確保が困難となる場合が想定されるため。

現行保険法上の一般的見解
を拡大し、新型インフルエンザ
等のパンデミックに対する支
払についても、戦争・その他
の変乱の解釈に含めることが
できないか検討頂きたい。

金融事業者 法務省 Ａ２ ×

110 保険法

第21条第1
項
第21条第2
項
第81条第1
項
第81条第2
項

保険給付の履行期

・新型インフルエンザ感染を対象とする保険金支払や積立保険の返戻に必要な人員体
制とするため、通常の保険給付が困難となる恐れがある。
・特に海外旅行傷害保険の場合、事故が集中的に発生する一方で、損害調査部門の人
員体制は通常時より制約を受ける可能性があり、保険金請求から支払まで通常の期間
では処理できない可能性がある。

「相当の期間」や「必要な期
間」を延伸する立法措置を講
じていただきたい。

金融事業者 法務省 Ａ２ ×
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対応
分類

対応
内容

通し
番号

運用上の要望事項
（あれば）

法令所管
省庁

業種支障となる内容・理由法令名 条項
条項の
説明

結果

111 保険法
第27条
第83条

保険契約者の解除請求
新型インフルエンザ感染を対象とする保険金支払や積立保険の返戻に必要な人員体制
とするため、保険契約者からの任意解約請求への対応が困難となる恐れがある。

保険料返還が履行遅滞となら
ないような立法措置を講じて
いただきたい。

金融事業者 法務省 Ａ２ ×

112 保険法

第28条第4
項
第29条第2
項
第84条第1
項
第85条第2
項

告知義務違反および危険増加の通知義
務違反による解除権行使に関する短期
期間制限

新型インフルエンザ感染を対象とする保険金支払や積立保険の返戻に必要な人員体制
とするため、１箇月以内の解除権行使が困難となる恐れがある。

解除権行使に関する短期期
間制限を延伸する立法措置を
講じていただきたい。

金融事業者 法務省 Ａ３ ×

113 保険法
第40条
第69条

契約時の書面交付
人員の不足により、証券を発行する体制を維持することが困難になることが想定される
ため。

期間延長・延期が可能となる
よう検討いただきたい

金融事業者 法務省 Ａ２ ×

114 保険法
第9条
第11条

超過保険における契約の取消
保険価額減少時の保険金額・保険料の
減額請求

新型インフルエンザ感染を対象とする保険金支払や積立保険の返戻に必要な人員体制
とするため、超過保険対応が困難となる恐れがある。

保険料返還が履行遅滞となら
ないような立法措置を講じて
いただきたい。

金融事業者 法務省 Ａ２ ×

115 保険法 第95条 消滅時効 弁済、時効の中断方法を採ることができなくなる懸念があるため。
期間延長・延期が可能となる
よう検討いただきたい

金融事業者 法務省 Ａ３ ×

116 民事執行関係法令 申立や届出の期限、期間など
債権譲渡や時効中断等の場面においてきわめて重要なものであるが、新型インフルエ
ンザ発生により、郵便局や公証人役場が機能麻痺に陥ると、内容証明郵便や公正証書
の作成にも支障が生じ、権利保全・権利行使が覚束ないおそれ。

鉄道業 法務省 Ａ５ ×
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対応
分類

対応
内容

通し
番号

運用上の要望事項
（あれば）

法令所管
省庁

業種支障となる内容・理由法令名 条項
条項の
説明

結果

117 民事執行法 第147条 第三債務者の陳述の催告
担当者が長期間不在となる場合には、差押に関する債権の存否等を期限内（２週間以
内）に陳述できない恐れがある。

債権存否の期限延長 鉄道業 法務省 Ａ５ ×

118 民事訴訟法 93条 期日の変更
発生時に十分な人員が不足するため、訴訟期日に対応することが不可となる場合があ
る。 期日の変更事由の緩和 海運業 法務省 Ａ５ ×

119 民事訴訟法

第96条、第
97条、第
285条、第
332条、第
336条、第
342条、第
378条、第
385条

控訴期間、等
新型インフルエンザ発生時には、少ない人員体制となるため、または著しく社会的混乱
にいたるような状況下では、法定期限内に控訴等を行なうことが不可能または困難とな
り得るため。

当該規定の運用について、弾
力的対応または必要な立法
措置をお願いしたい。

金融事業者 法務省 Ａ５ ×

120
民事訴訟法、民事
訴訟規則など、民
事訴訟関係法令

期日の指定、期間・期限の指定、
控訴期間、上告期間など

関係社員（証人など）や弁護士等が感染・罹患したり、当該裁判所を含む地域で発生し
たりすれば、出廷どころではないし、必要な書面準備・提出等も覚束ない。

・鎮圧・沈静化するまで、期間
の進行を止めることはできな
いか。
・阪神大震災の際は、裁判所
が職権で期日変更を行うこと
で対処した模様（弁護士会等
から裁判所へ要請もあったと
聞く）であるが、個別の事件ご
とでなく、一律に取り扱えない
か。

鉄道業 法務省 Ａ５ ×

121 民法
第412、第
415条

第412条：履行遅滞
第415条：債務不履行

契約履行（またはみなし）時における不可抗力的な履行等の不能または遅延が考えられ
る。このため、本条による法律関係の見做しや確定、またこれらから発生する損害賠償
請求権については相当の解釈または運用が必要である。

金融事業者 法務省 A2 ×
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対応
分類

対応
内容

通し
番号

運用上の要望事項
（あれば）

法令所管
省庁

業種支障となる内容・理由法令名 条項
条項の
説明

結果

122 民法
第419条第1
項

契約時に定めのなかった延滞利息(=遅
延利息=遅延損害金=損害賠償の額)の
利率は、民法419条1項により、「法定利
率(年6%・商法514条)」又は「約定利率」
のどちらか高い方とする旨定められてい
る。

発生時には業務縮小や事務所閉鎖を余儀なくされ、決済遅延や決済停止に至る可能性
がある。

金融事業者 法務省 A2 ×

123 民法
第521～第
527条

521承諾期間のある申し込み、522承諾
の延着、523遅延した承諾、52６契約の
成立時期　527申し込み撤回の延着

契約当事者双方または一方の不在、または、郵便事情などにより通常考えられる受領
の際の所在や配送とはならないおそれがあり、発送その他のトリガーによる意思表示の
見做しについては相当の解釈や運用が必要である。

金融事業者 法務省 A2 ×

124 民法 第633条 請負契約支払い時期 請負履行時に報酬支払不能となる場合がある 金融事業者 法務省 A2 ×

125 民法
第151条、
第153条

和解及び調停の申立て、催告
新型インフルエンザ発生時には、少ない人員体制となるため、または著しく社会的混乱
にいたるような状況下では、法定期限内に申立て等を行なうことが不可能または困難と
なり得るため。

当該規定の運用について、弾
力的対応または必要な立法
措置をお願いしたい。

金融事業者 法務省 A2 ×

126 民法 第167条 債権等の消滅時効
新型インフルエンザ発生時において、著しく社会的混乱にいたり、かつ、そのような状況
が長期にわたる場合には、１０年の時効をもって債権を消滅させることが不適切な場合
があり得るため。

当該規定の運用について、弾
力的対応または必要な立法
措置をお願いしたい。

金融事業者 法務省 A2 ×
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対応
分類

対応
内容

通し
番号

運用上の要望事項
（あれば）

法令所管
省庁

業種支障となる内容・理由法令名 条項
条項の
説明

結果

127 民法
第412条第1
項

履行期と履行遅滞
新型インフルエンザ発生時において、著しく社会的混乱にいたるような状況下では、期限
内に債務を履行することが不可能となり、その責めを債権者に負わせることが著しく酷と
なることがあり得るため。

当該規定の運用について、弾
力的対応または必要な立法
措置をお願いしたい。

金融事業者 法務省 A2 ×

128 民法 第415条等 債務不履行による損害賠償
新型インフルエンザ発生後、事業を継続できない場合、債務不履行にあたる恐れがあ
る。

金融事業者 法務省 A2 ×

129 民法
第419条第3
項

金銭債務の（債務不履行時の損害賠償
に関する）特則－不可抗力抗弁の否定

想定外の事象の発生等により、保険金支払・保険料収納等が困難になる可能性もある
ため。

一定期間、適用が免除となる
よう検討いただきたい

金融事業者 法務省 A2 ×

130 民法
第478条
第896条

債権の準占有者に対する弁済
相続の一般的効力

新型インフルエンザ発生時には、多数の顧客が死亡することも想定され、その場合、相
続手続きが終了するまで、死亡した口座名義人の有価証券の売買、返却及び金銭の支
払等に応じてはならないとされているが、緊急時においてこの法令等の縛りを厳密に適
用するのは困難と思われる。

弾力的運用の必要がある場
合には、明確な法令化を希望
します。

金融事業者 法務省
A1、
A2

×

131 民法
第521条～
第524条ま
で、第527条

承諾の期間の定めのある申込み、等

新型インフルエンザ発生時において、著しく社会的混乱にいたるような状況下では、「承
諾の期間」もしくは「相当の期間内」に、または全く「承諾の通知」もしくは「延着の通知」を
発することが不可能または著しく困難となり得、そのような場合に、当該申込みの効力を
失わせることが不適当である場合があり得るため。

当該規定の運用について、弾
力的対応または必要な立法
措置をお願いしたい。

金融事業者 法務省 A3、A5 ×
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対応
分類

対応
内容

通し
番号

運用上の要望事項
（あれば）

法令所管
省庁

業種支障となる内容・理由法令名 条項
条項の
説明

結果

132 民法 第415条 債務不履行による損害賠償の要件
発生時には、最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とすること
により、資産管理機関等との資金決済に遅延等が発生する可能性が生じ、加入者等が
運用を指図する商品の売却・購入ができなくなるため。

金融事業者 法務省 A2 ×

133 民法 消滅時効 発生により社会機能が麻痺しているときは、権利行使も覚束ない。
鎮圧・沈静化するまでの間、
時効の停止ないし期間不算
入のような制度はできないか

鉄道業 法務省 A2 ×

134 民法 確定日付
債権譲渡や時効中断等の場面においてきわめて重要なものであるが、新型インフルエ
ンザ発生により、郵便局や公証人役場が機能麻痺に陥ると、内容証明郵便や公正証書
の作成にも支障が生じ、権利保全・権利行使が覚束ないおそれ。

鉄道業 法務省 A4 ×

135 刑事訴訟法
197条
218条

捜査関係事項照会への回答
閉鎖店舗においては、税務調査捜査への協力が難しい。また、他の店舗においては、人
員不足により対応が難しくなる可能性がある。

金融事業者 法務省 A5 ×

136 刑事訴訟法
第197条
第2項等

個人情報の提供が求められた場合の
対応

パンデミック発生時には、極力少ない人員体制とするため、捜査機関等に対する窓口部
門はもちろん、調査データのとりまとめ/データ発信部門の人員体制も縮小されるため、
受付～提供までの期間が現在より大幅に遅延するおそれがある。

捜査当局 法務省 A5 ×

137 刑事訴訟法

第101条、
第102条、
第197条、
第218条及
び第222条

裁判所、警察庁、警視庁、各財務局及び
各都道府県警に対する資料提供等

資料の提供等が指定された期限内に行えなくなるおそれがあるため。 弾力運用をお願いしたい。 金融事業者 法務省 A5 ×
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対応
分類

対応
内容

通し
番号

運用上の要望事項
（あれば）

法令所管
省庁

業種支障となる内容・理由法令名 条項
条項の
説明

結果

138 刑法 第 134 条 秘密漏示
死亡者が新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞに感染していることを医師が葬儀担当者に告知しないと感染が
さらに拡大する恐れがあるため。

医師による新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞに
感染していることの情報開示

葬祭 法務省 A5 ×

139 軽犯罪法 第19号
正当な理由なく変死体又は死胎の現場
を変えてはならない

発生時に遺体の腐敗進行防止等のため，やむをえず移動が必要な場面が想定される。 葬祭 法務省 A5 ×

140
出入国管理及び
難民認定法 第19条 留学生・就学生の労働時間の制限

少人数での製造体勢になるため、外国人の資格外活動の条件を超えて働く可能性があ
る

一時的な除外を認めて欲しい パン製造業 法務省 A5 ×

141
出入国管理及び難
民認定法

第16条
第17条

乗員上陸の許可
緊急上陸の許可

新型インフルエンザによる関係各局の人員減少により手続きが遅れ、乗組員上陸必要
者（傷病・交代要員等）の円滑な上陸に支障をきたす可能性がある。 海運業 法務省 A2 ×

142
出入国管理及び難
民認定法

第5条 上陸の拒否

乗組員で船内感染者、感染の恐れのある者を上陸治療させないと、船内に感染が拡大
する恐れが有り、結果として運航要員が減少する可能性もあり、状況によっては船舶の
安全運航への脅威・さらには環境汚染などに繋がる恐れがある。

特殊な閉鎖空間である船内で
の感染蔓延により、最終的に
運航不能船となれば日本に
とって危険極まりないので、船
舶乗組員については日本人・
外国人問わず柔軟に、積極的
に上陸治療を検討していただ
きたい。

海運業 法務省 A2 ×
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対応
分類

対応
内容

通し
番号

運用上の要望事項
（あれば）

法令所管
省庁

業種支障となる内容・理由法令名 条項
条項の
説明

結果

143 民事執行法 147条 差押さえ命令に対する陳述 閉鎖店舗においては、２週間以内の陳述が遅延する可能性がある。 金融事業者 法務省 Ａ５ ×

144 民法

以下のような場合に、債務不履行による損害賠償責任が発生してしまうのか、それとも
免責されるのか
　・臨時休業のため、顧客と約束した納期に遅れてキャンセルされた場合に顧客に対し
て
・臨時休業のため、１週間の短期催事が開催できなかった取引先に対して

百貨店業 法務省 A2 ×

145 会社法 第２９６条
当該事業年度経過後一定期間内（3か月
以内）に定時株主総会を開催する必要
がある

感染期間と重なった場合、出勤者の状況により開催ができない場合がある。

期限の延長。
パンデミック終了後一定の作
業期間を考慮した上での開催
を認めていただきたい。

化学 法務省 A5 ×

146 会社法
第２９６条
他

株主総会の招集、等
臨時休業をした場合に、株主総会関連の法定義務が履行できない可能性ある（決算発
表、総会開催など）

総意を得ない状態でのオンラ
インでの開催を可能にするな
どの規定の緩和

小売業 法務省 A5 ×
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対応
分類

対応
内容

通し
番号

運用上の要望事項
（あれば）

法令所管
省庁

業種支障となる内容・理由法令名 条項
条項の
説明

結果

147 会社法 298条 株主総会の招集の決定

①会社経営における重要な意思決定については取締役会の決議が必要であるが、取締
役会の開催にあたって必要となる取締役の過半数の出席が満たされなくなる可能性が
ある。
②6月末の株主総会株主総会の２週間前までに株主に招集通知を発しなければならな
い（299条）が、それに先立ち、取締役会にて、株主総会招集の決議（298条4項）、計算書
類等の承認（436条3項）を行わなければならない。
③取締役会の書面決議については取締役全員の同意が必要になるが、取締役との連
絡が途絶する可能性もある。（370条）

新型インフルエンザの流行が
止むなど、危機が回避された
段階で、事後的にでも決議、
報告を行うことが認められれ
ば、業務の継続は可能であ
る。
また、書面決議の要件（370
条）を緩和（全員の同意→過
半数の同意　等）することによ
り対応可能と考える。

電気事業者 法務省 A5 ×

148 会社法 369条 取締役会の決議

①会社経営における重要な意思決定については取締役会の決議が必要であるが、取締
役会の開催にあたって必要となる取締役の過半数の出席が満たされなくなる可能性が
ある。
②6月末の株主総会株主総会の２週間前までに株主に招集通知を発しなければならな
い（299条）が、それに先立ち、取締役会にて、株主総会招集の決議（298条4項）、計算書
類等の承認（436条3項）を行わなければならない。
③取締役会の書面決議については取締役全員の同意が必要になるが、取締役との連
絡が途絶する可能性もある。（370条）

新型インフルエンザの流行が
止むなど、危機が回避された
段階で、事後的にでも決議、
報告を行うことが認められれ
ば、業務の継続は可能であ
る。
また、書面決議の要件（370
条）を緩和（全員の同意→過
半数の同意　等）することによ
り対応可能と考える。

電気事業者 法務省 A5 ×

149 会社法 370条 取締役会の決議の省略

①会社経営における重要な意思決定については取締役会の決議が必要であるが、取締
役会の開催にあたって必要となる取締役の過半数の出席が満たされなくなる可能性が
ある。
②6月末の株主総会株主総会の２週間前までに株主に招集通知を発しなければならな
い（299条）が、それに先立ち、取締役会にて、株主総会招集の決議（298条4項）、計算書
類等の承認（436条3項）を行わなければならない。
③取締役会の書面決議については取締役全員の同意が必要になるが、取締役との連
絡が途絶する可能性もある。（370条）

新型インフルエンザの流行が
止むなど、危機が回避された
段階で、事後的にでも決議、
報告を行うことが認められれ
ば、業務の継続は可能であ
る。
また、書面決議の要件（370
条）を緩和（全員の同意→過
半数の同意　等）することによ
り対応可能と考える。

電気事業者 法務省 A5 ×
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対応
分類

対応
内容

通し
番号

運用上の要望事項
（あれば）

法令所管
省庁

業種支障となる内容・理由法令名 条項
条項の
説明

結果

150 会社法 第5章2節 計算等　会計帳簿等
会社決算処理及び計算書類等の作成・承認。
業務を遂行しうる人員が限られるため、当該業務の担当者が１人でも罹患した場合には
作業が期限までに間に合わない可能性がある。

株主総会開催日を基準とした
計算書類等の承認期限の延
長。
（株主総会開催日の延長）

電気事業者 法務省 A5 ×

151 会社法 436条 計算書類等の監査等
まんえん期により期限内に計算書類等の監査が出来なくなる可能性が考えられる。
・従事者の休務により計算書類等が完成せず、監査役監査ができない。
・計算書類等が完成しても、監査役の休務により監査ができない。

インフルエンザ収れん期を考
慮して、監査の期限を緩和す
る。

電気事業者 法務省 A5 ×

152 会社法 442条 計算書類等の備置き及び閲覧等
まんえん期により計算書類等が作成できず、それがために定時総会２週間前までに備え
置くことができなくなる可能性が考えられる。

インフルエンザ収れん期を考
慮して、計算書類等の備え置
き状態の期限を緩和する。

電気事業者 法務省 A5 ×

153 会社法 444条 連結決算書類
連結計算書類の作成，承認。
業務を遂行しうる人員が限られるため、当該業務の担当者が１人でも罹患した場合には
作業が期限までに間に合わない可能性がある。

株主総会開催日を基準とした
計算書類等の承認期限の延
長。
（株主総会開催日の延長）

電気事業者 法務省 A5 ×

154 会社法 全般

決算をはじめとする株主総会開催に必要な法定手続がなされないことなどにより，法定
期限内に株主総会準備・開催が行えなくなる。
株主総会準備時期（４～６月頃）に新型インフルエンザが流行し，休日体制に移行した場
合に関係箇所の業務が通常どおり行われないことにより，決算，法定書類作成，取締役
会決定等の法定手続が行えない状況を想定している。また，新型インフルエンザ流行時
に株主総会で多くの株主を集めることが適切でないという状況も想定している。

株主総会に関する法定期限
の繰り延べが行われること。
開催時期は遅れるが，株主総
会の開催が可能である。

電気事業者 法務省 A5 ×
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対応
分類

対応
内容

通し
番号

運用上の要望事項
（あれば）

法令所管
省庁

業種支障となる内容・理由法令名 条項
条項の
説明

結果

155 民法 412条 履行期と履行遅滞

社債や借入金、グループ金融等の元利払い業務について、支払期日に債権者への支払
が行うことができなくなり、債務不履行となる可能性がある。
欠勤率４０％以上、および期間が２週間以上になった場合には、元利払い業務に関わる
業務遂行可能者が勤務できず、「通常どおり行えなくなる」可能性がある。

新型インフルエンザが国内に
蔓延し、通常とは異なる社会
状況になったと政府等が判断
した場合に、当事者間の合意
の有無に関わらず支払期日を
一定期間延長する。
通常であれば支払期日の延
長には、当事者間の合意に基
づき個々の契約等を改定する
必要がある。しかし、通常と異
なる社会状況とはどういった
レベルなのか個々の契約毎
に定義づけする必要や、社債
については個々の社債毎に
社債権者集会を開催して多数
の債権者同士の意見を集約
する必要があるなど、当事者
間での解決では限界がある。
法律等で一律に金銭債務の
支払い猶予に関して定めるこ
とにより、国中で債務不履行
が多発することを防止し、事
態が沈静化した段階で債務を
履行することが可能となる。

電気事業者 法務省 A2 ×

156 借地借家法全般
第38条第4
項

不動産賃貸借
契約期間が1年以上である場合には、建物の賃貸借は期間の満了の1年前から6ヶ月前
までの間に契約が終了する旨の通知を行うこととなっているが、これが正常にできない
可能性がある。

金融事業者 法務省 A3 ×

157 信託法 第14条 信託財産に属する財産の対抗要件
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とす
るため、左記に係る対抗要件を具備するための登記・登録手続を実施する人員を確保
することが困難となるため。

事業者が左記に係る手続等
の業務を行えなかった場合の
免責や事務の簡素化等につ
いてご検討いただきたい。

金融事業者 法務省 A２ ×

158 信託法
第29条第2
項

受託者の善管注意義務
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とす
るため、信託事務処理に当たって善管注意義務を十全に履行するだけの人員を確保す
ることが困難となるため。

同上 金融事業者 法務省 A２ ×
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対応
分類

対応
内容

通し
番号

運用上の要望事項
（あれば）

法令所管
省庁

業種支障となる内容・理由法令名 条項
条項の
説明

結果

159 信託法 第33条 受託者の公平義務
すべての委託者に対してそれぞれの信託契約どおりの運用ができない可能性があるた
め。（委託者によっては、元本確保を優先する者やハイリターン・ハイリスクを求めれる者
もあり、発生時に個々の契約どおりに対応できない可能性があるため）

同上 金融事業者 法務省 A２ ×

160 信託法 第34条
信託財産に属する財産と固有財産、他
の信託の信託財産に属する財産との分
別管理

発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とす
るため、分別管理（特に登記・登録手続）を実施する人員を確保することが困難となるた
め。

同上 金融事業者 法務省 A２ ×

161 信託法
第35条第2
項、第3項

信託事務の処理を第三者に委託した場
合の受託者の監督責任

発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とす
るため、信託事務処理を第三者に委託した場合の委託先の監督を十全に実施するだけ
の人員を確保することが困難となるため。

同上 金融事業者 法務省 A２ ×

162 信託法
第37条第1
項～第3項

信託財産に係る帳簿等の作成、報告
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とす
るため、帳簿等の作成、報告を実施する人員を確保することが困難となるため。

同上 金融事業者 法務省 A３ ×

163 信託法
第104条第1
項

受益権取得請求に対する支払
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とす
るため、重要な信託の変更等に対して行われる受益権取得請求への支払手続きを実施
する人員を確保することが困難となるため。

同上 金融事業者 法務省 A３ ×
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対応
分類

対応
内容

通し
番号

運用上の要望事項
（あれば）

法令所管
省庁

業種支障となる内容・理由法令名 条項
条項の
説明

結果

164 信託法
第104条第2
項

受益権取得請求に伴う受益権の価格の
決定に係る協議

発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とす
るため、重要な信託の変更等に対して行われる受益権取得請求に伴う受益権の価格の
決定に係る協議を実施する人員を確保することが困難となるため。

同上 金融事業者 法務省 A３ ×

165 信託法
第149条第2
項、第3項

信託の変更に伴う通知
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とす
るため、信託の変更に伴う変更後の信託行為の内容に係る通知を実施する人員を確保
することが困難となるため。

同上 金融事業者 法務省 A３ ×

166 信託法
第151条第2
項

信託の併合に伴う通知
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とす
るため、信託の併合に伴う併合後の信託行為の内容等に係る通知を実施する人員を確
保することが困難となるため。

同上 金融事業者 法務省 A３ ×

167 信託法
第155条第2
項

信託の吸収信託分割に伴う通知
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とす
るため、信託の吸収信託分割に伴う吸収信託分割後の信託行為の内容等に係る通知を
実施する人員を確保することが困難となるため。

同上 金融事業者 法務省 A３ ×
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対応
分類

対応
内容

通し
番号

運用上の要望事項
（あれば）

法令所管
省庁

業種支障となる内容・理由法令名 条項
条項の
説明

結果

168 信託法
第159条第2
項

信託の新規信託分割に伴う通知
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とす
るため、信託の新規信託分割に伴う新規信託分割後の信託行為の内容等に係る通知を
実施する人員を確保することが困難となるため。

同上 金融事業者 法務省 A３ ×

169 信託法
第178条第3
項

信託財産に属する財産を競売に付したこ
との通知

発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とす
るため、清算受託者が信託財産に属する財産を競売に付したことの通知を実施する人
員を確保することが困難となるため。

同上 金融事業者 法務省 A３ ×

170 信託法
第184条第1
項

清算受託者の職務終了に伴う最終計算
の承認の請求

発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とす
るため、清算受託者がその職務を終了した場合における最終計算の承認の請求を実施
する人員を確保することが困難となるため。

同上 金融事業者 法務省 A３ ×

171 信託法
第190条第1
項

受益権原簿の備置
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とす
るため、受益権原簿を備置する人員を確保することが困難となるため。

同上 金融事業者 法務省 A３ ×

172 信託法
第222条第2
項～第5項

限定責任信託の信託財産に係る帳簿等
の作成、報告

発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とす
るため、帳簿等の作成、報告を実施する人員を確保することが困難となるため。

同上 金融事業者 法務省 A３ ×
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対応
分類

対応
内容

通し
番号

運用上の要望事項
（あれば）

法令所管
省庁

業種支障となる内容・理由法令名 条項
条項の
説明

結果

173 会社法 第296条 株主総会 決算業務ができなくなるので総会も開催できない
総会開催時期の延長を認め
てもらいたい。

LPガス事業者 財務省 A5 ×

174 担保付社債信託法 35条～58条 受託会社としての業務等 物上担保付私募債にかかる信託業務が滞るおそれがある。 金融事業者 法務省 A5 ×

175
出資の受入れ、預り
金及び金利等の取
締りに関する法律

第5条
定められた上限金利を超える割合の契
約・利息受領・支払請求の禁止

個人融資において、短期の全額繰上返済を受けた際に、出資法の上限金利に抵触する
可能性があり、常時ﾁｪｯｸを実施している。
感染拡大の恐れから、必要なﾁｪｯｸが困難になるおそれがある。

繰上返済による上限金利抵
触は意図しないものであり、
一定期間の猶予等の措置を
検討願いたい。

金融事業者 法務省 A5 ×

176 利息制限法 第1条
定められた上限金利を超える利息の受
領は、超過部分を無効とする。

個人融資において、短期の全額繰上返済を受けた際に、利息制限法の上限金利に抵触
する可能性があり、常時ﾁｪｯｸを実施している。
感染拡大の恐れから、必要なﾁｪｯｸが困難になるおそれがある。

繰上返済による上限金利抵
触は意図しないものであり、
一定期間の猶予等の措置を
検討願いたい。

金融事業者 法務省 Ａ２ ×

法務省 - 32


