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商法改正案要綱について

解説

正

商法改正案要綱について
鳥

夫

①授権資本制度の探用

われている︒

八0

︵八0︶

この要綱において最も目立つ点

は︑授権資本制度を探用したことであろう︒現行法によれば︑

株式会杜の設立に当つては定款で資本額を確定し︑その資本総

立できるものであるが︑授権資本制度を採用すると︑会肚の発

額に相当する株式総数の引受と梯込があつて︑初めて会肚を設

の一部分の株式の引受と露込があれげ足り︑会肚成立後取締役

行できる株式総数の最高限度は定款に記載するが︑設立にはそ

の合理的が到断によつて内定款に定められた最高限度に達する

るQその結果株式会薩の設立は容易になり︑從來の煩雑な堵資

までへ必要な時に必要な量だけの株式を発行できることにな

もつてくる︒けれども授権資本制度を採用すると︑不健全な会

手続も不要となつて︑資金の調達は極めて有利になり彌力性を

我國の商法は明治三十二年に大陸法を受け継いで制定され︑

制度の採用に件う一部改正に関蓮して︑株式会肚に関する規定

ともいうべきものであるが︑資金調達の便宜或はそれに伴5弊

探用は︑昨年七月の株金分割梯込制度の廃止に件う当然の帰結

の制度の長所をとりいれようとしている︒この授権資本制度の

法律案要綱﹂が付議され︑同時に一般にも発表された︒この要

害の防止という点で︑いずれの制度がより合理的であるかはな

杜の設立されるおそれがあるため︑票綱はこの点について從來

綱の示すところを項目別にみるならば︑授権資本制度と無額面

の根本的改正が準備されていたが︑去る八月十三日の法制審議

株式制度の採用︑株主の書類閲覧権︑株式の譲渡性︑新株引受

要綱が探用しようとしている無額面

かえれぼその株式は会赴の発行した総株数に対する割合のみを

株とい弓のは︑株式の雰面額を予め一定していないもの︑いい

無額面株の発行

わたるものであるが︑その改正の全体の方向からみるならぼ︑

ω

お検討を要する問題であろタ︒

企業再建と外資導入の要請に慕く現行法の英米法化であるとい

外國会肚に関する諸規定に改正を加えるという極めて廣範囲に

権︑株主の議決権︑取締役の責任︑少数株主の権利と保護及び

会第一回委員会に︑五十四項Rに及ぶ﹁商法の一部を改正する

今日に至つたものであるが︑昨年七月に行われた株金全額彿込

明治四十四年の部分的修正及び昭和十三年の全般的改正を経て

高

には︑額面株のように額面以下では発行できないという制限が

示すところのいわゆる比例株である︒從つて無額株を発行力る

る︒このことは会批経営者としての取締役の地位を強化し︑経

議決権の三分の二以上の多数をもらてすることが要求されてい

親し︑殊にその解任決議には嚴重な定足数を設け︑出席株主の

の違法な利釜配当︑取締役に対する貸付︑計算書類︑登記公告

営の恒常化を狙つたものであろう︒けれどもその反面︑取締役

なく︑その時々の市況を勘案して適当な贋額で発行することが
できるため︑市償が額面を割っている会肚でも資金の調達がで

の重要書類における虚爲の表示︑自己取引及び競業による責任
ノ
を明確にし︑叉取締役の会壮に対すξ損害賠償責任は特別決議

きるわけである︒勿論アメリ方のように株式投資が大衆化して

にナつても︑免除できないものとして︑その法律上の責任を強化

いない我國で︑この無額面株がどの程度まで活用されるかは間
リカ会枇法の最も特色ある制度であり︑このコつの制度を我國

最後にこの要綱は個々の株主の利

題であるが︑ともかくこの無額面株は授権資本制度と共にアメ

株主の地位の強化

している︒

取締役の責任を追求する訴を提起することがで鳶るようにな
り︑この訴を提起する基礎となる株主の会計の帳簿及び書類の

されていた権利を個々の株主に與え︑・各株主は会肚のため肖ら

化している点をあげなければならない︒印ち從來少数株主に許

釜保護を徹底し︑会肚の経営及び財政に関する監督的権限を強

ω

の商法に導入することは︑從來の株式会肚における﹁資本﹂の

次に注目サベき点は︑授権資

概念とその構成に︑根太的な変革を齎すものであるということ
ができよう︒

⑧ 取締役の経営権の拡張

本制度と無額面株式制度の探用と関連して︑取締役の経営に関
である︒即ち定款に定められた限度内における新株発行︑債権

の行爲︑法令叉は定款違反行爲をしよう㌧ずる場合︑或は取締

閲覧権は著るしく強化された︒叉取締役が会枇の日的の範囲外

する権限を拡張し同時にその責任を彊化しようとしていること

外︑從來株主総会の権限に属していた多くの事項がその決定に

式を発行しようとする場合には︑各株主はそれらの行爲の差止

役が法令叉は定款に違反し叉は著るしぐ不公正な方法により株

者の担保となるべき資本の具体的構成が取締役に委ねられる
委ねられてくる︒こうした取締役の経営権の鑛張はやがてその

としては︑営業譲渡叉は合併の場合にそれに反対する株主に︑

を請求できるものとしている︒その地に新しく設けられた事項

法的性格に鳩攣化を生じ︑箪なる業務執行機関としての範囲を

超えて会肚の意思決定機関としての性格を帯びてぐるよ5にな

八一

︵八一︶

会肚に対してその株式の買取を請求する権利を與え︑叉取締役

り︑そこに從來の個々の取締役会を探用することが要請されて

ぐる︒更に取締役の選任及び解任の決議を涌常決議よりも重大
商法改正案要綱にっいて

商法改正瀕要綱Kついて

の選挙に関して累積的投票権を認めていることなどを指摘でき

るであろう︒この累積投票とい5のほ︑複数の取締役を選挙す
る場合に︑一株について被選挙者の数と同数の投票数を認め︑
これを数人に分散して投面︑ポしてもよく叉一人の候補者に集中し

て投票してもよく︑その結果に墓いて高点者より順次当選者を

定めるものであり︑少数株主がその代表者を選出するに敷果的

強化しているが︑更に会肚法上の各種の訴について︑担保の提

な方法である︒このよ5に要綱は現行法に比べて株主の地位を
供を必要としないこと︑裁判所の裁量による請求の棄却を認め
ないとすることなども注目に他しようQ

上述したよ5に︑今回の改正はアメリカ会祉法に倣つて資本
活動の自由を認めようとするものであり︑授梅資本制度と無額
面株式制度を探用して資金調達の便宜をはかり︑それに関蓮し
て会肚経営者たる取締役の権限を拡張し︑專門的経営者による

合理的な経営に期待しよ5とするものである︒けれどもそうし
た諸制度︑諸方式の採用は︑株主に対して多ぐの危槍を件5も
のであるから︑同時に株主の地位を強化しその権利の保護に留

統一ざれており︑大陸法と英米法との調和にも努力のあとがゑ

意している︒このように要綱は全体としては理論的にもかなり

ない︒例えぼ株主の地位を強化する方法がその一つである︒前

かがわれるが︑細部についてはなお研究を必要とする点も少ぐ

述したよ5に授権資本制度と無額面株式制度の採用に件う取締

八二

︵八二︶

ぐるが︑同時に現在のいわゆる民主化された経済の下では︑株

役の経営権の拡張は︑理論的にも株主の地位の強化を要請して

式投資の大衆化の傾向に滑つて生れてぐる少数株主の権利を充

分奪重し保護することが要求されている︒そこで問題は現在の

ずることが最も合理的であろうかといタことであり︑叉この要

段階において︑いかなる方法で株主特に少数株主の権利を保護

綱の示しているように︑個々の株主に監督的権限をかなり置範

である︒この問題の解答は︑現在株式会祉の中で株主はいかな

に叉殆んど無制限に與える方法が妥当であるか否かということ

る地位を占め匿いるか︑とい5点を瞼討することによつてかな

り正確に與えられるであろう︒今日の株主の大部分は︑株式を

叉は株式の値上りを待つて輔費して利釜を受けるかという目的

購入することによつて銀行預金よりむ右利な配当を受けるか︑

をもつものであって︑会杜の経営自休に直接参加する意図は最

初からもたないし︑叉会計の帳簿や書類を闘覧しても︑経営の

内客を充分に理解ずることは殆んど不可能であろう︒こ弓した

ていよノ＼形式化した株主総会が︑株式会批制度の合理発展の

株主の経営に対する無関心叉は無能力︑更に株式の分散に件つ

ば︑この要綱が株主総会の招集を請求できる少数株主の資格を

段階としての取締役会を生んだものであることを反省するなら

る多数決の度を高めてしかも仮決議の方法を認めず︑恰も株主

緩和し︑決議一般について定足数を定め︑叉は特別決議におけ

の議決権の行使に深く期待するような方向は槍討を要する点で

にとつては役立つ所が少く︑反対に保護に値しない扁部の少数

はあるまいか︒更に我園の実情からい5ならぼ︑こうした規定
を商法の中に設けることは︑保護しようとする一般の少数株主

対的記載事項とすること︒

会批設立の際発行することを要する株式の総数は︑会肚

会瀧が設立に際して発行する株式については︑その額面

が発行する株式の総数の四分の一を下ることができないこ

第コ

と︒

第三

剰余金に関する事項は︑定款に別段の定めあるものを除き︑

無額面の別︑数︑発行儂額その他発行に関する事項及び梯込

株主だけが︑それを職業的な﹁会瀧荒し﹂の材料に利用する結
う︒そこで要綱の具体化に当つては︑株主の会計の帳簿及び書

創立総会の涙議は︑出席した株式引受人の議決権の三分

少数株主の請求による発起人に対する訴を廃止し︑各株

記名株式を譲渡するには︑株雰の裏書叉は株券及ぴ移轄

求の時とすること︒

八三

︵八三︶

第九鱒換株式について︑その轄換の効力発生時期を韓換の請

を証する書面の交付を要すること︒

第八

ないこと︒

第七 定款による株式譲渡の制限及び株券の裏書の禁止を認め

ことができること︒

主が肖ら発起人の設立に関する責任を追求する訴を提起する

第六

はへ特別決議による免除を認乃ない︑﹂と︒

第五 発起人︑取締役及び監壷役の設立に関する責任について

ること︒

のコ以上で引受済株式の総数の過牛数に当る多数をもつてす

第四

発起人全員の同意をもつて決すること︒

果に終るおそれが多分に残されることを否定羅きないであろ
類の閲覧権或は累積的投票権は︑その濫用による弊害の対策に
て︑裁到所の裁量による請求の棄却を認めないという点は︑そ

充分考慮しなければならないし︑叉会肚法上の各種の訴につい
の実際的敷用の面 を 愼 重 に 楡 討 す る 必 要 が あ ろ う ︒

商法の噌部を改正ナる法律案要綱
昭和二＋四年八月＋三日

この要綱は︑株式会社について︑いわゆる授権資本制度を採

用し︑既つ︑無額面株式の発行を認め︑だお︑株主の書類閲覧
権︑株式の譲渡性︑新株引受権︑株主議決権︑取締役の責任︑
少数株主の権利と保護及び外國会杜に関する現行諸規定に改正
を加える等のため︑立案作成したものである︒

数︑会杜が設立に際して発行する株式の総数並びに設立に際

第一株式会肚が発行する株式の総数︑額面無額面の別及び
して無額面株式を発行するときは資本の最低額を︑定款の絶
商法改正案要綱について

第十

商法改正案要綱について

株主総会の招集を請求することができる少数株主の資格
総会の定足数を設け︑定款に別段の定がない限り︑発

を緩和し︑招集費用は会肚の負担すること︒

第十一
行済株式の総数の過牛数を有する株主の出席を要すること︒

議決権の代理行使について︑その有効期聞を六月以内

とすること︒

第十二
第十三 定款による議決権の制限を認めないこと︒

第十四 無議決権株は︑優先株に限︑るものとし︑且つ︑この場

合においても︑優先的待遇を受けない聞は︑議決権を行使す
営業譲渡叉はこれに準ずる場合において︑これに反対

ることができること︒

第十五

定款をもつて取締役が株主たることを要する旨を定め

する株主に会肚に対する株式買取講求権を認めること︒

第十六

取締役選任の決議については︑定款の定によるも︑総

ることができないこと︒

第十七

コ人以上の取締役を選任する場合において︑株主から

総数の三分の一 未 満 に 下 す こ と が で き な い こ と ︒

会に出席を要する株主の有すべき株式の数を︑発行済株式の

第十八

取締役解任の決議は︑発行済株式の総数の過牛数を有

請求があつたときは︑累積投票の方法によること︒

第十九

つてすること︒

する株主が出席して︑その議決権の三分の二以上の多数をも

八四

︵八四︶

権及び謄写権を．認め︑その行使が権利の濫用に出で︑会肚の

第コ十 一定の資格を有する株主に会計の帳簿及び書類の閲覧

業務の蓮営を阻害し︑叉は株主共同の利釜を害する等の事由

がある場合の外︑会肚はこれを拒むことができないこと︒

算書類︑登記公告の電要事項における虚爲の表示︑自已取引

第コ十一 取締役の蓮法な利釜配当︑取締役に対する貸付︑計

取締役の会批に対する損害賠償責任の特別決議によ

及び競業に因る責任を明らかにすること︒
る免除を認めないこと︒

第コ十二

第コ†三 少数株主の請求による取締役に対する訴を廃止し︑

各株主が会肚のため自ら取締役の責任を追求する訴を提起す

株庄は︑取締役が会肚の目的の範囲外の行爲・ての法

ることがで．きること︒

第コ十四

令叉は定款違反の行爲をしよ5とする場合には︑裁到所に対

会壮成立後株式を．発行する場合においては︑発行す

しその行爲の差止を請求する権利を認めること︒

る株式の種類︑数及び偵額その他発行に関する事項並びに梯

第コ十五

株式の発行償額その他発行の條件は︑原則走して各

込剰余金に関する事項は︑原則として取締役が決すること︒

募集ごとに均等であることを要し︑梯込期日は引受の日から

第コ十六

コ月以内に定めること︒

第コ十七株主は︑その有する株式の数に鷹じて株式引受権を

有するものとし︑この引受権については︑定款叉は特別決議

産の部に計上し︑これを一定期間内に均等償却することを認

毎決算期の利釜の二十分の一以上を︑資本の四分の

めること︒

資本の欠損は︑先ず利釜準備金をもって墳補し︑な

韓換壮債を発行する場合においては︑定款をもって

特別決議及びある種類の株主の総会の決議は︑出席し

資本の減少は︑特別決議によることを要し︑その手

資本塘加に関する規定を削ること︒

︵八五︶

第四十二

八五

第四十一

に当る多数をもってすること︒

た株主の議決権の三分のコ以上で発行済株式の総数の過宇数

第四十

の請求の時とすること︒

第三十九．輔換杜債について︑その魑換の効力発生時期を轄換

轄換噛．て発行する株式の内奪亮めること．

第三＋八

新たに発行する株式をもって配当ナることができること︒

第三十七 会赴は︑特別決議をもりて︑利釜の全部叉は一部を

これらの準備金は︑他の目的に使用できないこと︒

お不足がある場合に資本準備金をもつて墳補するものとし︑

第三十六

金として積み立てること︒

第三十五 額面超過額及び彿込剰余金は︑その全部を．資本準備

を要しないこと︒

本準備金が資本の四分の一に蓬したときは︑積み立てること

吋に達するまで利盆準備金として積み立てること︒但し︑資

第三十四

をもって︑これを排除し︑若しくは制限し︑叉は第三者に與
会枇成立後においては︑何人も現物出資をすること

えることができること︒

第コ十八
ができるものとし︑発起設立の場合に準じた槍査制度を設け
ること︒

第コ十九彿込叉は現物出資の給付をした株式引受人ぱ︑彿込
出資の給付をしない株式引受天は︑当然失権すること．

期日から株主となるものとし︑梯込期日までに携込又は現物
第三十 取締役が法令若しくは定款の規定に違反し︑叉ほ著し

取締役︑監査役叉は株主から会杜に対し︑その発行の停止を

く不公正な方法によりて株式を発行しようとする場合には︑

取締役が著しぐ不公正な償額で株式を発行したとき

請求することができること︒

第三十一

は︑その発行について悪意の株主は︑会祉に対し︑取締役と
蓮帯して損害賠償 の 責 に 任 ず る こ と ︒
第三十二 会就の計算の燕礎となる．！︑き資本は︑発行した額面

その合算額とし︑沸込剰余金を定めたときは︑これを擦除

株式の株金絡額︑発行した無額面株式の発行贋額の総額叉は
し︑準備金から資本に組み入れる額を定めたときは︑これを
株式発行のために要した費用の額を貸借対照表の資

算入すること︒

第三十三

商法改正 案 要 網 に つ い て

商法改正案要綱Kっいて

続は︑從來の資本減少の手続と同様とすること︒

第四十三 整理開始の申立権をすべての株主及び債権者に認め
＼
ること︒

第四十四 会肚の業務の続行を不適当とする場合には︑裁到所
合併の場合において︑これに反対する株主に会肚に

は︑株主の申立により解散を命ずることができること︒

第四十五

吸牧合併の合併契約書には︑存続する会肚の発行す

対する株式買取誌求権を認めること︒

第四十六

る株式の総数︑額面無額面の別及び数︑増加すべき資本及び

額面の別及び数を記載すること︒新設合併の合併契約書に

準備金の額並びに合併に際して発行する株式の総数︑額面無
は︑設立する会肚の発行する株式の総数︑額面無額面の別及

特別清算において︑楡査命令の申立権をすべての株

清算人解任の申立権をすべての株主に認めること︒

の総数︑額面無額面の別及び数を記載すること︒

眠数︑資本及び準備金の額並びに合併に際して発行する株式
第四十七

会肚の解散命令の請求について︑請求権者のうち槍

主及び債権者に認めること︒

第四十八
第四十九

関係人は︑担保の提供を要しないこと︒

察官を法務総裁に改め︑請求の事由を明確にし︑旺つ︑利害

第五十会杜編に規定する訴について︑出訴期間を統一し︑担
保の提供を要しないものとし︑皿つ︑裁判所の裁量による請

求の棄却を認めないこと︒

八六

︵八六︶

るときは︑日本における代表者及び営業所を定め︑登記を要

第五十一 外國会杜が日本において取引を継続的に行おうとす

外國会斌が︑営業所の登記をしないで︑日本におい

すること︒

第五十二

て取引を継続的に行ったときは︑会祉のために取引をした者

は︑会枇と連帯して責任を負うこと︒

第五十三 外國会肚は︑他の法律の適用については︑原則とし

以上の改正に俘い︑罰則の規定を整備すること︒

て日本法人と同様に取り扱うこと︒

第五十四

