
 
 

1 
 

One Asia Lawyers Compliance Newsletter      (English Version) 
April 2022 
 
 

Permanent Amendments Made to Australia’s Corporations Act:  
Electronic Signatures, Sharing Electronic Documents and Virtual Meetings  

 
 
The Corporations Amendment (Meetings and Documents) Act 2022 (Cth) 
(“Amendment Act”) received royal assent on 22nd February 2022, making 
permanent amendments to Australia's Corporations Act 2001 (Cth) 
(“Corporations Act”). The amendments establish a permanent mechanism to 
allow companies and registered schemes to hold hybrid (in person and remote) 
meetings, and to use technology to execute, sign and share company and 
meeting related documents. These amendments are based on the temporary 
measures enacted under the Treasury Laws Amendment (2021 Measures No. 1) 
Act 2021 (Cth), which expired on 31st March 2022. Please see our September 
newsletter for more information on the previous temporary measures (available in Japanese).1 
 
 
Execution and Signing of Documents  
 
Schedule 1 of the Amendment Act has taken effect from 23rd February 2022, introducing new provisions 
which enable electronic execution and signing of company and meeting related documents (including 
deeds2).  
 
The new section 110A(1) of Schedule 1 enables documents to be signed in either physical or electronic 
form. The method of signing must: (a) identify the signatory and indicate their intention in respect of the 
information recorded in the document, and (b) be as reliable as appropriate for the purpose for which 
the information was recorded, in light of all the circumstances, or be proven in fact to have fulfilled the 
functions described in paragraph (a) by itself or together with further evidence.3 These new signing 
methods apply to documents (including deeds) to be signed under section 126 (i.e. by an agent on 
behalf of the company) or under section 127 (i.e. by the director(s) and/or company secretary, as 
appropriate), and also to documents (including deeds) which relate to certain meetings or resolutions.4  
 
The new section 110A(4) of Schedule 1 permanently permits companies to execute documents by split 
execution (i.e. multiple parties can execute separate copies of a document). Additionally, the parties 

 
1 Available at https://oneasia.legal/7446 
2 A deed is a special type of binding promise or commitment. 
3 Section 110A(2) of the Corporations Amendment (Meetings and Documents) Act 2022. 
4 The applicable meetings and resolutions are as follows: (a) a meeting of the members of a company or registered 
scheme (including a meeting of a class of members), or (b) a resolution to be considered by the directors or 
members of a company (including a resolution to be considered by a class of members of a company) without a 
meeting, or (c) a meeting of the directors of a company (including a meeting of a committee of directors). Section 
110(2) of the Corporations Amendment (Meetings and Documents) Act 2022. 
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need not sign each copy of the document using the same method of signing (i.e. one party may sign by 
hand whilst another signs electronically).5 
 
Schedule 1 of the Amendment Act also amends section 126 of the Corporations Act, enabling agents to 
make, vary, ratify or discharge contracts, or execute documents (including deeds) on behalf of the 
company without being appointed by deed. In addition to this, an agent may execute a document as a 
deed without any requirements for witnessing or delivery, and the document may be signed in either 
physical or electronic form. While common law rules require agents to be appointed by deed, execution 
of documents to be witnessed and deeds to be delivered, the Amendment Act has now relinquished 
these rules.  
 
Schedule 1 of the Amendment Act implements similar amendments for section 127 of the Corporations 
Act. It also removes the common law requirements for witnessing the execution of documents and 
delivery of deeds, and allows for documents to be signed in either physical or electronic form. In 
addition to this, section 127 has been expanded to permit proprietary companies with a sole director 
and no company secretary to execute a document (in addition to proprietary companies with a sole 
director who is also the sole company secretary).6  
 
 
Sending Meeting Documents 
 
Schedule 2 of the Amendment Act has taken effect from 1st April 2022, now permitting meeting related 
documents to be sent in electronic form. This provision applies to documents covered by section 
110C(2) that are required or permitted to be sent to a person by a company, the responsible entity of a 
registered scheme or a disclosing entity.7 The documents covered by section 110C(2) are those which 
relate to meetings of members of a company or registered scheme, documents which relate to 
resolutions to be considered by members of a company, annual financial reports and notices of 
members’ rights. 
 
Under the new section 110D, these documents (noted above) may be sent in physical or electronic form, 
or sufficient information may be sent to the recipient in either physical or electronic form to allow the 
recipient to access the document electronically. These documents may only be sent or made available in 
electronic form if, at the time they are sent, it is reasonable to expect that the document(s) would be 
readily accessible so as to be useable for subsequent reference.8 
 
Notwithstanding this provision, members of companies and registered schemes may elect to receive 
documents in physical or electronic form (or elect not to receive any annual financial reports or 
documents prescribed by regulations for the purpose of section 110E(5)).9 Additionally, members can 
make ad hoc requests to receive a particular document in physical or electronic form provided that they 
make such request within a reasonable time before the deadline by which the document must be sent, 

 
5 Section 110A(4) of the Corporations Amendment (Meetings and Documents) Act 2022. 
6 Amendments made to sections 127(1)(c) and 127(2)(c). Previously, for a proprietary company with a sole 
director, the director must also have been the sole company secretary to execute documents. 
7 Section 110C(1) of the Corporations Amendment (Meetings and Documents) Act 2022. 
8 Section 110D(2) of the Corporations Amendment (Meetings and Documents) Act 2022. 
9 Section 110E of the Corporations Amendment (Meetings and Documents) Act 2022. 
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or alternatively after the document has been sent.10 
 
Section 110K imposes new obligations on public companies, responsible entities of registered schemes 
and disclosing entities to notify members, at least once each financial year, of their rights to elect11 and 
make ad hoc requests12 for documents to be sent in physical or electronic form, and of their rights to 
elect not to be sent annual financial reports and/or documents prescribed by regulations (for the 
purpose of section 110E(5)). Alternatively, these entities may make such notice readily available on a 
website. 
 
 
Virtual Meetings and Meeting Polls 
 
Schedule 2 of the Amendment Act (which has taken effect from 1st April 2022 as noted above) has also 
introduced new provisions which permanently permit hybrid members’ meetings, virtual-only members’ 
meetings (provided that they are expressly required or permitted under the company’s constitution) 
and virtual directors’ meetings. In addition to this, new requirements and members’ capabilities have 
been introduced in respect of polls at meetings. 
 
Hybrid meetings refer to meetings held both physically and virtually, while virtual-only meetings refer to 
meetings held entirely virtually. The new sections 249R and 252P of Schedule 2 permit hybrid members’ 
meetings for companies and registered schemes, respectively. Virtual-only members’ meetings are also 
permitted by these sections, on the condition that they are expressly required or permitted by the 
constitution of the company or registered scheme. In addition, in the case of a registered scheme, the 
provisions of the constitution that require or permit virtual-only meetings must have been included in 
the scheme’s constitution (a) at the time the scheme was established, or (b) by special resolution of the 
members of the scheme. Regardless of whether a member attends the meeting physically or virtually, 
they are taken for all purposes to be present in person at the meeting.13 
 
Under section 249S of Schedule 2, any company or registered scheme that holds a members’ meeting 
must give the members entitled to attend the meeting, as a whole, a reasonable opportunity to 
participate in the meeting. This includes obligations to hold meetings at reasonable times, at reasonable 
locations (for physical or hybrid meetings) and to use reasonable virtual meeting technologies that allow 
members to exercise their rights to ask questions and make comments both orally and in writing (for 
hybrid and virtual-only meetings). 
 
As for directors’ meetings, they may now be called or held using any technology consented to by all 
directors, as stipulated by the new section 248D of Schedule 2. The consent may be a standing one, and 
a director may only withdraw their consent within a reasonable period before the meeting. 
 
The Amendment Act imposes new requirements for listed companies and listed registered schemes 
regarding polls at meetings. Under the new sections 250JA and 253J, a resolution put to the vote at a 

 
10 Section 110J of the Corporations Amendment (Meetings and Documents) Act 2022. 
11 Members’ rights to elect under section 1110E of the Corporations Amendment (Meetings and Documents) Act 
2022. 
12 Members’ rights to request under section 110J of the Corporations Amendment (Meetings and Documents) Act 
2022. 
13 Section 249RA(3) of the Corporations Amendment (Meetings and Documents) Act 2022. 
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meeting of members (of a listed company or listed registered scheme) must be decided on a poll (and 
not a show of hands) if a vote on the resolution is set out in a notice of a meeting or a poll is demanded.  
 
Members of companies and registered schemes are now able to request for observation and scrutiny of 
the conduct and outcome of polls. Under the new sections 253UB and 253UD, members of a company 
or registered scheme who hold at least 5% of voting power may request the company or responsible 
entity of the scheme to appoint an independent person to observe and prepare a report on the conduct 
of the poll. Additionally, under the new sections 253UC and 253UE, these members (holding at least 5% 
of voting power) may request that an independent person be appointed to scrutinise and prepare a 
report on the outcome of the poll. 
 
 
 

One Asia Lawyers  
One Asia Lawyers is a network of independent law firms created expressly to provide seamless, 
comprehensive legal advice for Japanese clients. We are legal specialists in the myriad and very 
complex laws in each of all ASEAN countries. With our member firms in each ASEAN country as 
well as Japan, we provide an accessible and efficient service throughout the region. For any 
enquiry regarding this article, please contact us by sending an email to:  info@oneasia.legal  
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オーストラリア会社法の恒久改正： 
電⼦署名、電⼦⽂書の共有、オンライン会議について 

 
2022 年４⽉ 

One Asia Lawyers Group 
コンプライアンス・ニューズレター（⽇本語版） 

 
 
 
2022 年 2 ⽉ 22 ⽇、オーストラリアにおける 2001 年会社法（以下
「会社法」）を恒久的に改正する 2022 年会社法改正（会議及び⽂
書）法（「Corporations Amendment (Meetings and Documents) 
Act 2022」、以下「改正法」）が勅許を得ました。本改正によ
り、会社及び登録された投資スキーム（「Registered Scheme」、
以下「投資スキーム」）がハイブリッド⽅式（対⾯及びオンライ
ンで）会議を開催し、技術を利⽤し、会社・会議関連⽂書を執⾏・署名・共有できるようにす
るための恒久的な仕組みが確⽴されました。本改正は、2022 年 3 ⽉ 31 ⽇に失効した臨時改正
法（Treasury Laws Amendment (2021 Measures No. 1) Act 2021）に基づき制定された臨時措置
に基づくものです。これまでの臨時措置については、9 ⽉のニュースレター（⽇本語版）をご
覧ください1。 
 
 
⽂書の執⾏・署名  
 
2022 年 2 ⽉ 23 ⽇より改正法別表 1 が施⾏され、会社・会議関連の⽂書（「Deed」2を含む）の
電⼦執⾏・署名を可能にする新しい規定が導⼊されています。 
 
別表 1 新設の 110A(1)条にて、⽂書に物理的または電⼦的な形式で署名することができます。
署名の⽅法は、次の要件を満たさなければなりません：(a) 署名者を特定し、⽂書に記録された
情報に関してその意図を⽰すこと、及び (b) すべての状況に照らして、情報が記録された⽬的
に対して適切な程度に信頼できるか、それ⾃体で⼜はさらなる証拠とともに(a)に記載された機
能を果たしていたことが事実上証明されていること3。 これらの新しい署名⽅法は、126 条（す
なわち会社を代表する代理⼈）または 127 条（すなわち取締役及び・または会社秘書役）にて

 
1 次のリンクからご覧ください： https://oneasia.legal/7446 
2「Deed」（捺印証書)は、特殊な拘束⼒を持つ約束のことです。 
3 2022 年会社法改正（会議及び⽂書）法 110A(2)条。 
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署名されるべき⽂書（証書を含む）、及び特定の会議または決議に関連する⽂書（証書を含む）
に対して適⽤されます4。 
 
別表 1 の新設の 110A(4)条は、会社に対し個別の書⾯への署名の⽅法（「Split Execution」）を
恒久的に許可しています。また、各当事者は同じ署名⽅法で署名する必要はありません（例：
ある当事者は⼿書きで署名し、別の当事者は電⼦的に署名することができます）5。 
 
改正法別表 1 にて、会社法 126 条も改正されており、代理⼈は証書で任命されなくても、会社
を代表して契約の締結、変更、批准、解除、⽂書（証書を含む）の執⾏ができるようになって
います。また、代理⼈は⽴会や交付の要件なしに、証書として⽂書を執⾏することができ、⽂
書には物理的または電⼦的な形式で署名することができます。コモン・ローの規則にて、代理
⼈は証書により任命され、証書を執⾏し、証書を交付する必要がありますが、改正法はこれら
の規則を放棄しています。 
 
改正法別表 1 は、会社法 127 条に同様の改正を実施しています。また、⽂書の執⾏と証書の交
付の⽴会に関するコモン・ロー上の要件が削除され、⽂書に物理的または電⼦的な形式で署名
することが可能になりました。また、127 条は、（唯⼀の会社秘書を兼ねる唯⼀の取締役を持
つ⾮公開会社（「Proprietary Company」）に加えて）唯⼀の取締役を持ち会社秘書を持たない
⾮公開会社にも⽂書の執⾏を許可するよう拡⼤されました6。 
 
 
会議資料の送付 
 
改正法別表 2 は 2022 年 4⽉ 1 ⽇から施⾏され、会議関連⽂書の電⼦送信を認めるようになりま
した。本規定は、会社、投資スキームの責任事業体、証券公開企業（「Disclosing Entity」）が
個⼈に送付することが要求または許可されている、110C 条(2)の対象となる⽂書に適⽤されま
す7。 110C 条(2)の対象となる⽂書とは、会社の株主・投資スキームの出資者（以下、両者を
「メンバー」という）の会合に関する⽂書、メンバーにより審議される決議に関する⽂書、年
次財務報告書、メンバーの権利に関する通知であります。 
 
新設の条 110D にて、これらの⽂書（上述）は物理的または電⼦的な形で送付することができ、
または、受取⼈が電⼦的に⽂書にアクセスできるようにするために⼗分な情報を物理的または

 
4 適⽤される会議及び決議は次のとおりです：(a)会社もしくは登録スキームのメンバー会議（株主・社
員のクラスの総会を含む）、または (b) 会議なしで会社の取締役または株主が審議する決議（株主のク
ラスが審議する決議を含む）、または (c) 会社の取締役会（取締役委員会の会議を含む）。2022 年会社
法改正（会議及び⽂書）法 110 条 2 項。 
5 2022 年会社法改正（会議及び⽂書）法 110A(4) 条。 
6 127 条(1)(c)項及び 127 条(2)(c)項の改正。以前、唯⼀の取締役を擁する⾮公開会社が⽂書を執⾏する
ためには、取締役は同時に唯⼀の会社秘書の役割も担わなければなりませんでした。 
7  2022 年会社法改正（会議及び⽂書）法 110C(1) 条。 
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電⼦的な形で受取⼈に送付することができます。これらの⽂書は、送信された時点で、その後
の参照に使⽤できるように⽂書に容易にアクセスできると期待することが合理的である場合に
のみ、電⼦形式で送信または利⽤可能にすることができます8。 
 
本規定にかかわらず、会社・投資スキームのメンバーは、物理的または電⼦的な形式で⽂書を
受け取ることを選択できます（または、年次財務報告書や 110E条(5)の⽬的のために規則で定
められた⽂書を受け取らないことを選択できます）9。 また、メンバーは、特定の⽂書を物理
的または電⼦的な形式で受け取ることを臨機応変に要求することができます。ただし、その要
求は、⽂書を送信しなければならない期限の前に合理的な時間内に⾏う、あるいは⽂書が送信
された後に⾏うことが条件となります10。 
 
110K条は、公開会社、投資スキームの責任事業体、証券公開企業に対して新たな義務を課し
ています。これらの事業者は、少なくとも毎会計年度に⼀度、物理的または電⼦的に送付され
る⽂書を選択する権利11、臨機応変に要求する12権利、ならびに年次財務報告書及び／または
（110E（5）条の⽬的に基づく）規則に定められた書類を送付されないことを選択する権利を
メンバーに通知しなければなりません。あるいは、当該通知をウェブサイト上で容易に⼊⼿で
きるようにしておくことも可能です。 
 
 
オンライン会議・総会における投票 
 
改正法の別表 2（上述の通り 2022 年 4⽉ 1 ⽇から施⾏）は、ハイブリッド株主総会・社員（出
資者）総会、オンライン限定株主総会・社員（出資者）総会（会社の定款で明⽰的に要求また
は許可されている場合に限る）、オンライン取締役会を恒久的に許可する新しい規定も導⼊し
ています。なお、株主総会・社員（出資者）総会での投票に関して、新しい要件及びメンバー
の権限が導⼊されました。 

 
ハイブリッド⽅式とは、対⾯及びオンラインで開催されることであり、オンライン限定⽅式と
は、完全にオンラインで開催される会議のことです。別表 2 の新設の 249R 条と 252P条は、
それぞれ会社と投資スキームのハイブリッド株主総会・社員（出資者）総会を許可していま
す。オンライン限定株主総会・社員（出資者）総会も、会社や投資スキームの規約で明⽰的に
要求または許可されていることを条件に、上記の条で許可されています。さらに、投資スキー
ムの場合、オンライン限定社員（出資者）総会を要求または許可する定款の条項は、(a) スキ

 
8 2022 年会社法改正（会議及び⽂書）法 110D(2) 条。 
9 2022 年会社法改正（会議及び⽂書）法 110E 条。 
10 2022 年会社法改正（会議及び⽂書）法 110J 条。 
11 2022 年会社法改正（会議及び⽂書）法 110E 条に基づく、メンバーが有する、物理的または電⼦的の
⽂書を選択する権利。 
12 2022 年会社法改正（会議及び⽂書）法 110J 条に基づく、メンバーが有する、臨機応変に要求する権
利。 
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ームの設⽴時、または (b) スキームのメンバーの特別決議により、スキームの定款に盛り込ま
れている必要があります。メンバーは対⾯式またはオンラインで出席したか否かにかかわら
ず、メンバーはあらゆる⽬的で株主総会・社員（出資者）総会に直接出席しているとみなされ
ます13。 
 
別表 2 の 249S 条に基づき、株主総会・社員（出資者）総会を開催する会社または投資スキー
ムは、総会に出席する権利を有する株主に、全体として、合理的な参加の機会（「Reasonable 
Opportunity」）を与えなければなりません。本条は、合理的な時間、（対⾯式・ハイブリッド
総会の場合）合理的な場所で総会を開催する義務、（ハイブリッド・オンライン限定総会の場
合）メンバーが⼝頭・書⾯の両⽅で質問や意⾒を述べる権利を⾏使できる合理的な技術を使⽤
する義務を含みます。 
 
取締役会については、別表 2 の新設の 248D 条で規定されている通り、すべての取締役が同意
した技術を使⽤して、取締役会を招集または開催することができるようになりました。この同
意は永続的なものである場合があり、取締役は会議開催前の合理的な期間内に限り、同意を撤
回することができます。 
 
改正法は、上場会社及び上場投資スキームに対して、会議での投票に関する新たな要件を課し
ています。新設の 250JA 条及び 253J条の下、（上場会社または上場投資スキームの）株主総
会・社員（出資者）総会で⾏われる決議は、招集通知に決議案が記載されている場合、または
投票が要求された場合、（挙⼿ではなく）投票により決定されなければなりません。 
 
企業及び投資スキームのメンバーは、投票の実施と結果について観察・精査を要求できるよう
になりました。新設の 253UB条と 253UD 条にて、会社または投資スキームの 5%以上の議決
権を持つメンバーは、会社または投資スキームの責任事業体に対して、投票の実施を監視し報
告書を作成する独⽴した者を任命するよう要請することができます。さらに、新設の 253UC
条及び 253UE条にて、本メンバー（議決権の 5%以上を保有）は、独⽴した者を任命し、投票
の結果を精査し、報告書を作成するよう要請することができます。 
 

以上 

 

 

 

 

 

 
13年会社法改正（会議及び⽂書）法 249RA 条 3 項。 
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2016 年 7 月 One Asia Lawyers Group を創立。シンガポールを中心にクロスボーダー

のアジア法務全般（M&A、国際商事仲裁等の紛争解決等）のアドバイスを提供して

いる。2014 年、日本法弁護士として初めてシンガポール司法試験に合格し、シンガ

ポール法のアドバイスも提供している。  
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英国ロースクール(Graduate Diploma in Law)卒業 

シンガポール、オーストラリア・ニュージーランド事務所の弁護士・パラリーガル

のサポート業務を行う。 
 

maya.bush@oneasia.legal 

 


