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法及ビ同年八月法律第五十九号商法施行条例〈明治一一十六年六月一日ヨリ施行ス」るということになり、旧商法

条例施行期限法律」は、法律第一○八号として公布された。これによって「明治一一十一一一年四月法律第一一一十一一号商

明治一一一一一年（一八九○年）一一一月一一七日、第一回帝国議会（通常議会）において可決された「商法及商法施行

１、政府および議会 の動向

第一章明治二四・二五年の動向

濁点を付すこととした。また、先達個々人に対する一切の敬語的表現を省略した。

※当時の法令および文献の多くは、文章に濁点が付されていないが、以下の法令および文献の引用に際しては、適宜

教授が御担当される予定である。私は、明治二四年以降の展開をまとめることが与えられた役割りである。

このうち、明治一一一一一年一二月二七日の「商法及商法施行条例施行期限法律」の公布に至る経緯までを、今井潔

現行商法典成立・施行に至る一○年間を中心に扱うこととなる。

展開をまとめることになった。時系列で言えば、明治一一一一一年のいわゆる「旧商法典」の成立後から明治一一一一一年の

今般、今井潔教授（三重大学・人文学部）と共同で、明治一一一一一年の現行商法典（ことに会社法）成立の歴史的
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当初の施行予定（明治二四年一月一日）よりも一一年間延期されることになった。
典の施行は、当初の施行》

一月、衆議院議員の佐竹義和他二一名は商法及民法修正方案を議会に提出したが、

第一回帝国議会は、未だ継続されていた。議会のなかでは、なおも一部の議員による商法民法修正
この後も、第一回帝国一
への努力がなされていた。
（１）

明治二四年（一八九二
明治二四年二八九一年）
（２）

壱？ましね

院議に上ることはなかった。 同年三月にも、衆議院議員高木正年が商法改正案を提出したが、やはり院議に上ら
なかった。

貴族院においては、明治一一四年一一一月、同院議員小畑美稲他九一ハ名が民法商法に関する建議案を政府に提出して

いる。その内容は、民商法を修正すべく、すみやかに特別審査委員会を設置するよう要求するものである。修正
（⑤。）

作業は政府の事業として行われるべきであり、とりわけ商法の審査に関しては、院内の学識経験者のみならず、
法官、帝大教員、商工会会員等を加えるよう提一一一一ロー」ていた。

第一回帝国議会は、明治二四年一一一月八日に閉会した。同年四月一四日、政府（第一次山縣有朋内閣）は閣議を
開いて、先の小畑議員らの建議案を検討している。そこで出された結論は、およそ以下のようなものであった。

すなわち、右の建議案は、要するに民商法の全般を攻撃し、漠然と再審を請求するにとどまるものである。かり
（４４）

に民商法の修正に着手するとしても、施行を一年半後に控えた状況では龍頭蛇尾の修正に終わるであろう。そも
そも政府は、完成三」れた法典として商法を発布したのであり、右の建議案は採用し難い。

明治一一四年五月六日、山縣内閣に替わって、第一次松方正義内閣が成立したが、松方内閣も同様の方針を踏襲
した。

明治二四年一一月一六日、第一一回帝国議会（通常議会）が召集された。同年一一一月、衆議院議員渡辺又一一一郎他

一三名は、商法一部施行の議案を提出した。この議案は、商法中第一編第六章（会社法）および第一一一編（破産）
（５）

ならびに商法施行条例中商事会社および破産に関する規定を明治一一五年三月一日から施行すべしという内容のも
のであった。これに対して政府は、明治二六年一月一日全面施行が既定の方針であって、｜部を実施してもいた
（６）

ずらに法典を紛擾（ふんじょう）し錯雑させる結果を招くであろうから、きわめて遺憾であるという旨を表明し

て反対している。政府において右の見解を主張したのは、、王として当時の田中不一一麻呂司法大臣であった。田中
（７）

司法大臣は、元椹密顧問官であり（明治一一一一一年六月二七日から同一一四年六月一日まで）、それ以前は駐仏公使であ
った。彼の駐仏公使という経歴は着目に値しよう。

明治一一四年一二月一一五日、衆議院が解散されたため、第一一回帝国議会は停会となった。
（８）

この後、明治二五年（一八九一一年）四月に松方内閣の内部において民商法修正委員設置の動きがあったようで

あるが、これも田中司法大臣の反対によって頓挫したようである。結局、政府は明治一一三年の商法典をそのまま
放置した形で、明治二五年五月一一日召集の第一一一回帝国議会（特別議会）に臨んだのであった。
２、民間の動向
（９）

明治二四年（一八九一年）九月一六日、東京商工会内部で明治一一一一一年商法の検討を重ねてきた商法改正委員奥

三郎兵衛以下九名は、東京商工会残務整理委員総代の渋沢栄一に「商法修正意見」を提出した（この時期、東京

商工会は、東京商業会議所として生まれ変わるため、閉鎖を決定して残務整理中であったので、その代表が残務
整理委員総代となっているわけである）。渋沢栄一は、東京商工会残務整理委員総代の名義をもって、同年九月一一
一日に田中不一一麻呂司法大臣および陸奥宗光農商務大臣に宛て、同年一○月一一日に貴衆両院議長に宛て、右意見
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書をそれぞれ提出した。右意見書は、問題のある条項につき、原文と修正文とが対照して併記三」れ、かつ修正の
理由が掲げられたものであった。この中で一一一一口及された会社法関連の条項は、株式会社に関して、第一六四条、第
（、）
一七六条、第一七八条、第一九一条、第一九一一条、第二一一一一条であったようである。
さらに東京商業会議所は、明治一一四年一一月一四日開催の第九回臨時会議において、商法修正建議のため、調
（、）

査委員会の設置を決定した。調査委員として、渋沢栄一、奥一一一郎丘〈衛ら一○名が選出されている。この委員会に
（皿】
は、穂積陳重の斡旋によって、梅謙次郎、一局根義人、志田鐸太郎らの各博士が顧問として迎えられた。
（ｕ）
右の動きに対し、大阪商法会議所は、この時期も一貫して商法曲〈の早期全面施行を、王張している。

３、学界の動向

いわゆる法典論争の象徴とも一一一一口うべき穂積八束の論稿「民法出デテ忠孝亡ブ」が法学新報上に公表されたのは、
明治一一四年（’八九一年）八月のことである。この時期、学界はまさに法典論争のただ中にあった。

本稿は、法典論争の意義それ自体について立ち入った分析をすることを目的とするものではない。一般的に言
えば、商法典をめぐる論争は、民法典をめぐる論争ほどには先鋭的なものではなかったように思われる。むしろ、
この時期における経済社会の実態に即して展開された冷静な応酬が中心であったような印象を受ける。ここでは、
そのような応酬を中心に、学界の動向を概観しておこう。

まず、いわゆる延期派の主張の要点は、以下のように整理できよう。

およそ民商法は、個人の権利義務に関する規定を中心とする。このような私法法規は、「一タビ実施スルトキハ
、（巧）
直二既得ノ私権ヲ生ズルガ故二之ヲ試験的二実施シテ後二之ヲ修正セントスルハ極メテ困難」である。加えて、

民商法のとりわけ財産権の諸規定は、各人の契約自由の原則を確認することをその本旨としており、ひいては経
（胆）

済社会において弱肉強食的な自由な活動をなすことを奨励しているＰつまり、これらの規定は、経済的弱者を仮
（Ⅳ）

借なく責めたてるものである。このように、新法曲〈は個人の金銭的権利の保護にその重点を置くものであって、

「其所謂会社ナルモノモ亦数多ノ個人か各個ノ金銭的利益ヲ謀ルノ機械的集合」たることを前提としたものであ

る。したがって、「商法中二規定セル諸種ノ会社ノ如キモ富豪家ヲシテ簿貧者ヲ圧シ、商業ノ専権ヲ躁鯛セシムル
（咀）
二外ナラ」ないものであり、商法実施を希望するのは富一蒙者層にすぎないのである。

これに対し、断行派の論旨は、ともかく法典を施行し、その後に不都合な部分を改正すればよいではないか、
というものである。
（四）

たとえば、「速力
たとえは一途カニ現時ノ法典ヲ実施シ、果シテ世態風俗習慣一一背戻セザルヤ否ヤヲ熟察シ、
「速カニ現時ノ法典ヲ実施シ、果シテ世態風俗習慣一一背戻セザルヤ否ヤヲ熟察シ、然ル後不完全ノ点

明瞭ナルニ及ンデ始メテ之レガ修正ヲ為スノ大一一利ナルコトヲ信ズ」ると述べるものがある。
ンデ始メテ之レガ修正ヲ為スノ大一一利ナルコトヲ信ズ」ると述べるものがある。あるいは、より積
極的に「新商法ノ規定中現行ノ慣習ト相副ハザルモノ少シト」しないが、「慣習ヲ変更スルノ割
法ノ規定中現行ノ慣習ト相副ハザルモノ少シト」しないが、「慣習ヲ変更スルノ利害ヲ商量スルヲ要
ス」るのであって、「現行ノ慣習一一シテ後世一一害アラバ」むしろ法律によってこれを変更すべ菱
って、「現行ノ慣習一一シテ後世一一害アラバ」むしろ法律によってこれを変更すべきであると主張する
（加）

ル満狡亦もス極

ノスヘク時もるに
アノかハにあの－う

り具ん好おる元で新

亦多クハ好商狡寶（かんしようこうか）ノ徒ラニ奇利ヲ襲断スルノ目的｜一成ルモノ比々皆然ラザルハナク、好諾
狡檜（かんかっこうかい）ノ徒ハ揚々トシテ白日経済一一横行シ、商工業ハ皆此等ノ徒ノ好典ヲ暹フシ私利私欲ヲ
満タスノ具卜為り、良寶却一丁跡ヲ潜ム、其商工業ノ発達進歩ヲ妨害シ国家経済ヲ茶毒スルノ甚シキ言う可カラザ

当時における経済社会の実態を背景に、商法の早期施行を主張するものもある。すなわち、「彼ノ商社ノ如キモ

ⅡＪ１Ｊ１。

モタ檜多当のＬ－的

ルモノァリ、其斯ノ如キモノハ職トシテ法律ノ保護ノ十分ナラザル’一由ラズンバアラズ、殊一一会社ノ如キハ其弊
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号害ノ最モ劇甚ナルモノナリ」。このような「今日ノ経済社会ノ弊害ヲ矯正」するためには、「須一フク速カニ商法及８

舗ビ民法ノ一一法典「フ実施スベシ、若シ夫レ徒一フニ荏幕（じんぜん）遅々セバ則チ我国経済社会ノ損失亦得テ知ル可皿
（皿）

妬カラザルナリ、今ヤ商工業経済社会ハ実一一無法無視ノ暗黒社会ナリ、魑魅（ちみ）走り魍魎（もうりょう）躍り

第

学百鬼横行スルモノ豈異ムニ足一フンヤ」と述べている。
雛経済社会の実態をふまえた議論を通して、加えて、先の帝国議会における延期決議をふまえて、断行派の意見
一戸

学は、次に示すように、商法早期修正論または会社法・破産法先行実施論へと展開したようである。

神その論旨は、およそ以下のようなＪｂのである。商法に不完全な点が少なくないのは事実であるし、商法の修正

が急務であることは世論も認めている。断行派といえども、商法が不完全であることを当然に認識しているわけ
（”）

であるが、商法を実施する急務ありと信じるから断行に利があると説いてきたのであって、何も修正に反対して
いるわけではない。たしてえば梅謙次郎は、以上のような、主旨を述べ、商法を修正するのであれば、早期に修正す
べきであると主張するＰそして、修正するにしても、かりに「｜｜年ノ後一一至リテ（すなわち、明治一一六年六月の
〈型）

施行予定時期が到来しても）修正未ダ成ラザルヲ名トシテ更一一商法ノ延期ヲ主張スルモノアラバ余ハ決シテ之ヲ
賛成セザルベシ」と政府その他に一一一戸わば釘を刺しているのである。
また商法の施行延期を可決した帝国議会に対する次のような皮肉な感想がある。そもそも明治一一三年末の時点

で商業社会の現況に背反して実施できないことを理由に延期された法典が、たかだか同一一四年、二五年の一一年間
を経ただけで実施できるということ自体理屈に合わない。そうとすれば、この期間に十分な修正を加えて現況に

適応させようとするのが筋ではないか。法律は、実施前に国民に周知させる必要があるのだから、明治一一六年か

ら本気で実施するつもりなら、直ちに修正案を起草すべきである。にもかかわらず、熱心に商法の実施延期を議

とりわけ梅謙次郎は、具体的に商法典に規定されたところに従い、この法典が現時の会社に関する弊害を除去

ノ方法二依ラズシテ必要アルヲ感ズルニ随テ漸次単行法ヲ発行スルヲ以テ最良ノ方法ナリト信ズ」。

（〃）

諸種ノ弊害ヲ醸ス事アリ…：・是等新事実一一関スル法律ヲ制定スルノ必要アリトセバー時一一大部ノ法典ヲ編成スル

トスルノ流行アリ卜錐モ、役員ノ権限・株主間ノ権義・公衆一一対スル責任等ヲ規定スル所ノ会社法ナキヲ以テ往々

同じく次のような主張も見られる。「例へ（近年会社ヲ設立シテ商工等一私人ノ経営シ能ハザル大事業ヲ起サン

法トヲ分離シ特別法トシーア発布スルコト実二今日ノ急務ナリト信ズルナリ」と述べている。

（妬）

ルベカラザル部分モ亦夕之レアリ、会社法破産法是レナリ、今ヤ商法ハ既二延期セラレタリ、故一一其会社ト破産

べきか否かは、実際の経済社会の利害の問題であるが、社会情勢を勘案すれば、「商法中目下一日モ早ク実施セザ

会社法・破産法先行実施論も、学界においては、梅謙次郎あたりの首唱によるものと思われる。商法を延期す

決した帝国議会の議員が、未だ修正について意見を発しないのはどういうわけなのか。

口■■■■■「

開

展するに資するものである旨を主張している。すなわち、設立に関して商法は「若干ノ条件ヲ設ケ此条件ヲ具備ス

史ルー非ザレバ会社ハ未グ設立セザルモノトシ、殊二株式会社ハ再度政府ノ免許ヲ得ルー非ザレパ設立スルコト能

的

（犯）

噸ハズトセリ、故一一従来ノ如ク好商四五相集リテ｜ノ会社ヲ企テ、未ダ社員アラザルニ会社ノ設立ノ届出ヲ為シ、
鵬新聞二広告シ、大法螺ヲ吹キ以一丁株主ヲ募り、若干ノ利潤ヲ獲テ己等ハ退キ、以テ善意ノ株主ヲ損害スルコト能
雌ハザルベシ」。また、会社の経営・管理に関しても「商法ハ細カニ役員ノ権限ヲ定メ又社員間ノ権利義務ヲ規定シ、
〈云

一一

〈羽）

年殊二株式会社一一就イテハ程々監督ノ方法ヲ設ケ、監査役ナルモノヲ置キ以テ取締役ヲ監督セシメ、或ハ臨時官吏

一一一ヲ派遣シ一丁検査ヲ為サシムル等、大二役員ノ不正不規律ヲ防止センコトヲ謀しり」。会社の解散の場合においても
明「清算人ナルモノアリテ一定ノ権限ヲ以テ｜定ノ監査方法一一従上会社財産配当ノ事ヲ掌トリ、以テ各債権者及ビ

治

》》饒澪歸艤鴎院騨昧陶鴎時腿牌降ｉＬ櫻膨燃障鮖魅催い陸腰に味｛Ｌトレ旧ｉご？トＬ（》凪

巴一一
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（釦）

各社員間二平等ノ分配ヲ為サンコトヲ務ムルナリ」。したがって、このような会社法が「実施サーフレナバ、復夕今
（瓠）

日ノ如キ会社ノ不都合ナルヲ間カザルナーフン」。以上のように述べている。

1０

以上が延期派の代表的主張である。もっとも、このような意見のある反面、延期派内においても「会社法ハ民

亦甚ダシト謂ハザルベカーフズ」。

（弱）

グルノ状アリ、何ヲ苦ンデ力会社法ノ実施ハ経済社会ノ為メ一一焦眉ノ急ナリト云フヤ、時勢ノ変遷ヲ知ラザルモ

治一一一一一年一月のわが国初の近代的恐慌を指すものと思われる）一一由テ多少ノ創ヲ被りダル一一拘ラズ漸次整備ヲ告

うれん）ノ覆轍ヲ恐レテ之一一応ズルモノナシ、而シテ既設ノ会社ニシテ今日二継続維持セルモノハ前日ノ恐慌（明

ノ跡アリ、然ル一一今ヤ其熱度漸ク冷ニシテ復夕会社ノ新設ヲ説クモノナシ、タトヒ之ヲ説クモノアルモ曇年（の

「去ル（明治）十九年経済社会一種ノ変動一一依リテ会社新設ノ流行ヲ生ジ玉石混婿為メニ大一一経済ヲ撹擾セル

台頭熱が盛んな時期であったわけである。右の主張の続きを見よう。

九年である。これらの諸要因が、企業の台頭を大きく刺激したようである。右の、王張にいう明治一九年は、企業

（弧）

対外的にわが物価を割安にし、国内物価を引き上げながら輸出を増大させた。銀相場が最も低かったのも明治一

なった。加、えて、当時のわが国は実質上銀本位制であったが、銀相場の長期的低落が円為替の低落をもたらし、

（羽）

落し、同年一月には紙幣の正貨党換が実施された。これにより紙幣整理に基因する経済圧迫は解消されることに

詮」の主張の背景にある事情は以下のようなものである。明治一九年、わが国政府の強引な紙幣整理政策は一段

二唱道シテ徒一フニ世人ノ耳目ヲ奪ハントスルモ事情二切ナラザル世人情トシテ之ヲ願ミルモノナキヲ如何セン」。

（犯）

施せよという「論者ノー一一一百、之ヲ明治十九年二発セバ或ハ多少ノ勢カヲ得タルヤ知ルベカラズ、然しドモ之ヲ今日

これらに対し、会社法の早期実施に反対する意見は次のようなものである。すなわち、会社法だけを早期に実

(414）

法ノ規定（四十一ケ条）疎一一シテ商法ノ規定（百八ケ条）密ナルコト恰モ他ノ諸法ト其関係ヲ顛倒シ破産法ハ独
（妬）

り商法ノミノ規定ナレバーー者共一一民法トノ関係ヲ有セズ、故一一唯其法典ノ部分ヨリ分離シ特別法ノ法体トナスタ
メニ修正ヲ加フベキ時間之ヲ延期スルヲ得（足ルモノナリ」とγ会社法の分離実施に理解を示した見解が表明さ
れている点は注目されよう。

（１）平塚篤校訂烏
平塚篤校訂・伊藤博文秘書類纂法制関係資料上巻（昭和一○年）二九四頁。
（２）同前二九六頁。

（３）同前二九五’一
同前一一九五’二九六頁参照。
（４）同前二九七’一
同前一一九七’二九八頁参照。

（５）同前三八六頁。
（６）同前三八七頁。
同前三八七頁。

（７）遠山茂樹Ⅱ安》
遠山茂樹Ⅱ安達淑子・近代日本政治史必携（昭和三六年）一○八頁。
依田信大郎編・東京商工会議所八十五年史上巻（昭和四一年）四五三頁。

（８）平塚・性（１二
平塚・性（１）前掲三八七頁参照。
同前。

同前四五四頁。

（９）

１４１３１２１１

（、）

同
前

。

同前五八五頁。

￣

、－〆、－－、－〆.、－〆

（ｕ）里井達三編・大阪商工会議所八十五年史（昭和四○年）四八頁。

1１

グー、〆￣へグーへ〆￣、

（巧）社説「読法典実施断行意見書〔法学新報一四号（明治二五年）〕」星野通編著・民法典論争資料集（昭和四四年）
●

(415）

■■１口．■■ｌ‐

震

六六頁。

頁参照。

（Ⅲ）社聿
巴社説「法典実施延期意見〔法学新報一四号（明治一一五年）〕」星野通編著・民法典論争資料集（昭和四四年）一七九
同前一八○頁。
（Ⅳ）同一

（肥）同一
前
◎

（皿）同一

（Ⅲ）無一
無記名記事「法典実施断行意見 〔法治協会雑誌二号（明治二五年）〕」星野通編著・民法典論争資料集一五七頁。

四年）１九八頁参照。

（別）飯［
飯田宏作「我国法律上ノ慣習一一就テ〔法治協会雑誌一号（明治一一四年）〕」星野通編著・民法典論争資料集（昭和四

四四年） 九三頁。

（四）和［
和田守菊次郎「法典ノ修正実施先後論〔法治協会雑誌一号（明治二四年）〕」星野通編著・民法典論争資料集（昭和

同

同
前

（別）同前四九頁。

（閉）梅謙次郎「商法ノ修正一一関スル意見」法学協会雑誌九巻一一号（明治一一四年）四六頁参照。

◎

一二一ヨエー

ＯＯ

目リ目U

（犯）

■１１「「１口「‐

ものであったわけであるわ

1２

’五名の賛成子と得てへ民法商法施行延期法律案を提出した。村田保は官Ⅲ

（鍋）

そのための手段であるというのである。政府の帝国議会（衆議院）に対する当時の一息識というのは、このような

（師）

存在でなければならない。そのためには、忠良な臣民が議員にならなければならないというもので、選挙干渉は

由は以下のようなものであったらしい。すなわち、大日本帝国憲法の精神を活かすため、議会は政府に協力する

が、右の選挙は、政府による大干渉によって多数の死傷者を出した選挙として有名である。選挙干渉の背後の理

政史上初の衆議院解散にともなう第一一回衆議院総選挙（明治二五年一一月一五日）後に開かれた特別議会であった

第三回帝国議会は、明治一一五年（一八九一一年）五月一一日に召集され、同月六日に開院された。この議会は、憲

１、再延期法案の可決

第一一章第三回帝国議会とその後の動向

一二一一’’’一一一一頁。

（妬）社説「法典一部延期論ノ妄ヲ弁ズ〔法学新報一六号（明治二五年）〕」星野通編著・民法典論争資料集（昭和四四年）

（弱）奥田・注亜）前掲一八八頁。

（弧）同前三一一一頁。

（路）高橋亀吉・日本の企業・経営者発達史（昭和五一一一年）一一一二頁。

一八七’’八八頁。

（塊）奥田義人「法強
奥田義人「法典断行説ノ妄ヲ弁ズ〔法学新報一四号（明治二五年）〕」星野通編著・民法典論争資料集（昭和四四年）

同同

同前一九頁。

梅謙次郎「論商法」法学協会雑誌九巻一○号（明治二四年）’八’’九頁。

士方寧「法典実施ノ意見」法学協会雑誌九巻八号（明治一一四年）二一一一頁。

梅・注（羽）前掲四三頁。

（妬）原亀太郎「帝国議会〈商法ヲ如何セントスルヤ」法学協会雑誌九巻一一号（明治二四年）五九’六一頁参照。
、－〆.、－〆、－〆、－〆、－〆､－＝

３１３０２９２８２７２６

五月一六日、貴族院議員村田保は、

￣

〆～グー、〆￣、〆￣、〆￣、〆－，
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『
１

僚出身の勅選議員である。英独法に通じ、この分野の著書もあったようである。右の法案は、「明治一一十一一一年一一一月
法律第一一十八号民法財産編債権編担保編証拠編同年一一一月法律第一一一十一一号商法同年八月法律第五十九号商法施行条
例同年十月法律第九十七号法例及ビ第九十八号民法財産取得編人事編ハ其修正ヲ行フガ為メ明治一一十九年十一一月
三十一日マデ其施行ヲ延期ス」という内容のものであった。
（側）

五月二○日、政府は閣議を開いて右法案に対する態度を協議した結果、たとえ延期法案が議会を通過しようと
も、従来の方針どおり民法商法を断然施行することに決し、議場において不同意を明一一一一口することにした。

れている。

この年の五月には、政府に対して民法商法実施の建議書・意見書が数多く提出されていた。たとえば、旧法律
取調委頂長山田顕義ほか取調委員および報告委員一一一八名から、大審院長ほか同院判事一一九名から建議書が提出ざ
（虹）

（妃）

一方、衆議院では、五月一一四日に議員鳩山和夫ほか六名が「民法商法商法施行条例及法例施行期限延期法案」
（妃）
を提出した。鳩山和夫は、コロンビア大学・エール大学に学び、帝大法科教授（法学博士）の職にあったが、こ
れを辞し、弁護士に転身後、衆議院議員に当選したという経歴を持つ。右の延期法案は、民法商法は明治三○年
（“）

までその施行を延期するが、会社法・破産法は予定どおり明治二六年四月一日より施行するというものであった。
この法案は、先の貴族院法案と一括して審議されることとなったようである。

貴族院においては、五月二六日から、先の村田保提出の延期法案の審議が開始された。当然、政府はこれに反

対を表明している。一一八日、同院においてこの法案に対する修正案が提出された。小澤武雄議員の提出によるも
のでその内容は、「但修正ヲ終リタルモノハ本文期限内ト錐モ之ヲ施行スルコトヲ得」との但書を法案に付加す
‐１１Ｉ

‐１１１１口１１１１口

１１ｌＩｌＩｌＩ

べきであるというものであっ蝿」小澤武雄は、陸軍中将の職にある勅選議員であった。その経歴からは、修正案

提出の背景をうかがい知ることはできない。ただ、彼は、貴族院における演説の舌禍のため、陸軍中将を（依頼
の形式ではあるが）免ぜられたという逸話の持主であったらしい。日本赤十字社の前身、博愛社の設立者として
も知られている。
（妬）

五月二八日、塁貴族院は右の修正を容れ、延期法案を圧倒的多数で可決し（一二三対六一）、即日これを衆議院に

送付した。
｛〃）

六月三日か衆議院は貴族院から送付された法案を特別委員の審査に付託、同月一○日にこの特別委員会の報告
を受けた。同委員会における多数意見は、貴族院の法律案を適当と認めるものであった。政府の反対にもかかわ

らず、同日、衆議院も延期法案を可決（’五二対一○七）、かくして、商法の全面施行は再び延期されることになっ

（蛆）

なお、この「民法商法施行延期法律」は、両院通過後数か月を経ても裁可されなかったが、 明治一一五年二月一一
日にようやく裁可され、同月二四日に法律第八号として公布されたのであった。

２、再延期決議後の動向ｌ政府雲〒民間
（⑲）

明治一一五年（一八九二年）六月一日、再延期法案可決後の貴族院では、小畑美稲議員より民法商法修正審査委

員を設けるべき旨の建議案が提出されている。その内容は、明治二四年一一月に同議員らの提出にかかる先に述べ

た建議案とほぼ同旨のものであった。小畑美稲は、弾正台巡察などを経て、名古屋・宮城控訴院長を歴任、明治
一七年に元老議官となり、明治二一一一年に勅選議員となった人物であるＰ

明治一一五年六月六日、東京商業会議所会頭渋沢栄一は、田中不二麻呂司法大臣および河野敏鎌農商務大臣なら

－－

。

た
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(識

ぴに貴衆両院議長に宛て、「商法ノ修正ヲ要スル義一一付建議（請願）」を提出している。先に述べたように、同会
（卯）

議所は、調査委員会を設けて、商法修正のための逐条審議検討を重ねていたが、明治二五年六月一一一日の臨時会議
を経て、「商法及商法施行条例修正案」を決定、これを受けて、その採納実施方を建議請願したわけである。なお
渋沢栄一は、明治一一一一一年に勅選議員となったが、明治二四年一○月一一九日にこれを辞し、この時は野に下ってい

た。この建議請願は以下のようなものである。商法をこのまま実施すれば、「大――我商業ノ秩序ヲ撹乱シ商人ヲシ
テ非常ノ困厄ヲ感ゼシメ、其極却テ意外ノ結果ヲ生ズル事ナシトセズ、是ヲ以テ本会議所ハ其修正ヲ切望シ爾来
（皿｝

胆勉（びんべん）怠ラズ之ヲ実際一一質シ之ヲ法理二諮上、別冊修正案ヲ調成シテ」提出するので、「本会議所ノ意

見ヲ採納セラレ、速力一一之ヲ修正シ実施セラレン事ヲ希望ノ至一一堪へズ」と述べられている。同時に提出された
（記）

別冊「商法及商法施行条例修正案」は、一○○頁を超える大冊であって、第一条から第一○五五条にわたり、重

要条文の「修正文」と「原文」とを対照し、かつ修正または削除の理由を付記したものであった。
．（認）

ちなみに大阪商業会議所は、第三回帝国議会開院直後の明治一一五年五月一一一日、「商法ハ既定ノ如クサ六年一月
（別）

ヨリ実施ノ可ナルコトヲ其筋へ開申シ且貴衆両院議院二対シ同ジクせくノ意見ヲ開陳スルコト」と決議している。
六月八日、貴族院は、先の小畑美稲議員が提出した民法商法修正審査委員を設ける］曰の建議案を可決した。

民法商法施行延期法律案が議会を通過した後、六月一八日には、一貫して民法商法の全面早期施行を主張し続
（弱）

けた田中不二麻呂司法大臣が病気を理由に辞職を奉請している。その際、彼は、民法商法施行延期法律案および

民法商法修正審査委員を設ける旨の青く族院建議に対して、反対意見を松方正義総理大臣に提出した。その内容は、
これらにかかわりなく、政府は毅然として予定どおり民法商法を施行するべきであるというものであった。右の
意見を置き土産に、六月一一三日、田中不一一麻呂はその職を辞した。

明治二五年七月一一○日、閣僚の辞任問題や先の選挙干渉の処分問題などが原因で、松方正義内閣は辞職するに
ととなった。

至った。同年八月八日、これを受けて第二次伊藤博文内閣が成立、商法修正問題は、伊藤内閣に引き継がれるこ

３、再延期決議と学界

学界もまた、第三回帝国議会の開会前から議会における民法商法の取扱いに注目していた。すなわち、第一回

帝国議会が、民法商法に修正が必要であるとの観点からその実施延期を決議したにもかかわらず、第一一回帝国議
（詔）

会においては、「民法商法ハ馬耳東風ノ如ク軽視シ之ヲ顧ミズ……人民一一直接ノ関係ヲ有セザル法案ノミヲ之レ事
トシ、直接二利害得失ヲ及ボスベキニ法ヲ顧慮セザル如キハ所謂冠履転倒ノ甚シキモノト請う可シ」と、議会の

怠慢を指摘する声があった。そして、当時の政治的混乱に対しても、「若し万一不幸にも党派の問題政熱の余波の

（釦）

（町）

（詔）

（弱）

三は、あくまでも商法の先行実施に反対し、民法と同時施行をなすべきであるという意見と、会社法・破産法の先

一一

年第三回帝国議会の議事の過程の中で、商法とりわけ会社法・破産法の先行実施論が俎上に上ったことについて

〈云

社分に尊重すべきであるという］曰の意見表明がみられる。

法

樅げ、完全無欠の法典を大成するよう希望するとともに、政府がその行政権を濫用することなく、議会の決定を十

の結局、議会は民法商法施行の再延期を決定したわけであるが、この点に関しては、一日も早く修正の実効を挙

歴

史世子孫に対し何の面目あるべきや」と厳しい批判を展開していた。

的

展為めに区々たる問題に議会開会の日時を摩梢し国民の生理に大関係ある法典問題を軽々看過するが如きあらば後

開

1６

明行実施論に理解を示す意見とがある。従来の延期派の中に、会社法・破産法の先行実施論に理解を一示しつつも、

治

￣

(420）
(421）
1７
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原

会社法等を「基儘切り抜キテ直チ一一実行シ得ベキニアラズ、是し亦多少ノ修正ヲ要スルハ論ヲ侯タズ：。…成ル可

一九○頁。
、、

「１口■１１

（胡）志田御太郎・日本一
志田御太郎・日本商法典の編纂と其改正（昭和八年） 五八頁によれば、五月一一六日と記されているが、五月一六
平塚・注（１）前掲三九○頁。

日が正しいと思われる。

一頁参照。
同前三九○’一一一九一頁参届
志田・注（詔）前掲五九頁。

平塚・注（１）前掲三九四頁。
志田・注（胡）前掲六○頁。
同前五九頁。
「■‐‐

同前参照。

平塚・注（１）前掲一一一九四－三九五頁参照。
志田夕注（詔）前掲六一頁。

平塚・注（１）前掲一一一九三頁。
依田・注（９）前掲五八五頁。
同前五八六頁。

熊谷開作「商法典論争史と大阪商業会議所」宮本又次編・大阪の研究（昭和四一一年）’二九頁。
平塚・注（１）前掲三九四頁。
同前三九八頁参照。

Ｙ・Ｏ「次ノ帝国議会ハ法典ノ修正ヲ如何スベキカ」法学新報一○号（明治二五年）’九頁。
社説「法典修正問題」法学新報一三号（明治一一五年）’九頁。

社説「法典延期法律案両院を通過す」法学新報一五号（明治二五年）一’一一頁参照。
松野貞一郎「民法商法交渉問題」法学新報一五号（明治二五年）二四頁以下。
山田喜之助「民法及上商法修正延期ノ要領」法学新報一七号（明治一一五年）四二頁。

奥田・注（里前掲一八七’’八八頁参照β

（日）

雑報「ポアソナ１ド氏の恒々（ゆうゆうと法学新報一五号（明治二五年）’○七頁。

６０５９５８５７５６５５５４５３５２５１５０４９４８４７

。

。

、－〆、－－、－－、＝〆、－〆、－〆、－〆、－〆

４６４５４４４３４２４１４０３９
、－－、－〆～－－、－〆、－－、－－、－－、－〆､-－－－、－－～￣、－＝、－－

同
前
同
前

〆￣へ－～グーヘ〆■、グー、￣￣へ－■へ〆￣へ

グヘグーへ〆￣、グーへ－－へ〆￣へグー、グー、グー、／￣、〆￣へ／￣へ"ヘグーヘ

（他）

￣

（師）林茂Ⅱ辻清明編・［
林茂Ⅱ辻清明編・日本内閣史録第一巻（昭和五六年）

おそらく、ヘルマン・レースラーも同様の心境にあったであろうことは、想像に難くない。

に用なしとして快々として楽しまず、爾来大学の講師をも断りて出席せず云々」。

（餌）

を致せしものなるに、今日議会が法典実施延期を可決したるは、日本人氏は余を見棄てたるものにして余亦日本

う。「此程法典延期案下院を通過したる以後、氏は人毎に語りて余は十数年以来日本法典編纂の為めに畢生の力

なお、再延期が決定した後のポアソナードの日常が以下のように描写されているので参考のために掲げておこ

（田〉

ク速カニ其修正ノ業ヲ卒へ、更二帝国議会ノ協賛ヲ求メテ実行スルハ頗ル妥当ニアーフズヤ」と述べ、貴族院の建

1８

議案に賛同を示したものがある。

(422）
(423）
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一』酔い酔昨脈乢Ⅲ小‐‐０ｌｂ」ｌ疋斫

第一一一章二一一一年会社法の改正と施行
１、民法商法施行取調委員会
（田）

明治一一五年（’八九一一年）一○月七日、政府は、司法官、学者？貴族院議員からなる民法商法施行取調委員会

を設置し、委員一三名を任命した。委員長は西園寺公望である。西園寺公望は、戊辰戦争以来の維新の立役者の
一人であった。明治四年、仏に留学し、明治一三年帰国後、明治法律学校の設立に関与している。明治一八年よ

り澳・白・独駐在公使、明治二四年に帰国している。

この民法商法施行取調委員会の性格は必ずしも明らかではない。委員の職にあった村田保によれば、会議の初
（“）

日に伊藤博文総理大臣も出席し、次のように述べたと述懐している。すなわち、この委員会は、民法商法をこの
まま施行すべきものなのか、または修正をなすべきものなのか、それを取り調べるにとどまる性格のものである。
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

｜方、当時の一部雑誌報道等によれば、伊藤博文は、開会にあたり、同委員会が民法商法の延期・断行の是非を
（価）

決するものではなく、｜部施行して他に差支えを生じないか否か、その利害得失を調べるものであると述べたと
（価）

されている。実際には、志田鉾太郎が述べているように「せく取調の目的が果して何れにあったかは全然之を秘せ

られていた」ようである。しかし、後に述べるように、取調委員〈琴設置後、比較的時間を置かずに召集された第
（師）

四回帝国議会の冒頭に、商法の一部先行施行に関する法案が政府によって提出されたことから察して、商法の一
部施行問題がこの委員会の議事に上った可能性はきわめて高いと思われるｑ
（船）

この委員会は、民法商法をそのまま施行すべきであると考える委員六名、修正が必要であると考える委員六名
から構成されていたが、委員長の西園寺は前者の考えに与していた。しかし、委員会そのものは、西園寺の冷静

（的）

を運営によって、村田保ら修正派主導で進められたようであり、委員会として民法商法ともに修正が必要である
との決定をみた。この決定が、後に法曲〈調査会の設置へと繋がったものと思われる。
要するに、民法商法施行取調委員会は、第一に会社法の先行施行に寄与したという点で、第二に商法の全面的
修正への端緒となったという点で、重要な意義を有するものであったと評価しえよう。
２ｙ第四回帝国議会

第四回帝国議会（通常議会）は、明治一一五年（’八九一一年）｜｜月二五日に召集され、同月一一九日に開院され
（わ）

開院当日の一一月二九日、政府は、「商法及商法施行条例中改正並施行法律案」を貴族院に提出した。この法案

は、商法第一編第六章（商事会社及ビ共算商業組合）、第一一一章（手形及ビ小切手）および第一一一編，（破産）ならび
に商法施行条例中の商法典の会社、手形および破産に関連する部分に多少の修正を加える（法案一条）と同時に、
この部分を明治二六年一月一日より施行する（法案一一条）というものであった。この法律案によって先行施行さ
（刀）

れようとする部分は、商法典のうち四一九か条（うち修正をともなうもの五一一一か条）、商法施行条例のうち四三か

条（うち修正をともなうもの八か条）であった。この法案によれば、その提出から施行予定日までわずかに一か
月程しかなく、いかに政府がこれらの部分の先行施行を急いでいたかがうかがえる。

山縣有朋司法大臣の、法案趣旨弁明演説中、会社法に関連する部分を挙げておこう。すなわち、「我国商業社会

ノ秩序ノ素乱」は「已一一数年ノ久シキ一一渉」るものであるが、「其間会社ノ恐慌又ハ会社ノ破産ノ多クハ投機者流
ノタメー一法ノ網ノ疎ナルョリ致シマシテ｜個一身ノ利益ヲ鑿断センコトヲ謀ルタメニ大二此社会一一禍害ヲ与へ」

－－

◎

た

(424）２０

(425）
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明治三二年会社法制定の歴史的展開

ている。したがって、「是等ノ弊害ヲ匡正致シマスルーーハ精密ナル法律ヲ以テ会社ノ営業ヲ監督スルョリ外二途ハ」
（ね）

なく、「依一丁此〈云社法ノ実施ハ目下最モ緊急ナルモノト存」ずる次第である。

（沼）

京商業会議所の意向が反映されている。

（河）

（ね）

’二月一一○日、貴族院は、特別委員会の修正案を可決、 これ←と衆議院に送付した。

（皿）

は、特別委員会の修正案を可決して、これを貴族院に送付した。

，－－－－､－－

。

村田保「法制実歴談」法学協会雑誌一一一二巻四号（大正一一一年）一四九頁参照。
前

同前。

志田・注（胡）前掲四九頁。

村田・注（岡）前掲一五○頁参照。

は、穂積陳重ではなく、穂積八束の名が委員として記されている。
穂積陳重ではなく、穂積八束の←

（冊）村田・注（田）前掲一四九頁。委員会の構成員は、本尾敬一一一郎、横田國臣、岸本辰雄、長谷川喬、熊野敏三、木下
廣次、富井政章、松野貞一郎、穂積陳重、梅謙次郎、村田保、小畑美稲であった。なお、志田・注諒）前掲六一一頁で

（灯）同前参照。福島・注（壁前掲一四「一四八頁。

（船）志田・注（羽）前掲六二頁。

誌明治一一五年一○月一五日六五四号。

ｗ）福島正夫・日本資本主義の発達と私法（昭和六一一一年）一四八頁。時事新報明治一一五年一○月一一日、東京経済雑

6５６４６３

施行されることになったわけである。

こに会社・手形６破産の三法と会社に関する商業登記Ｐ商業帳簿の諸規定は、明治一一六年七月一日からようやく
こに会社・手形６破産の三法と会社」

かくして「商法及商法施行条例中改正並施行法律」は、明治二六年一一一月六日、法律第九号として公布され、こ

明治一一六年二月一一一一一日、貴族院は衆議院の修正案に同意し、この法案を可決した。

（皿）

院の特別委員会においても、法案に一部修正が加えられたが、翌明治一一六年（’八九一一一年）一一月一八日、衆議院

’二月一一四日、衆議院はこの法律案の審査を特別委員会 （九名）に付託した。委員長は鳩山和夫である。衆議

（帥）

を必要とするよう改められたのも（’一二六、’四六条参照）、特別委員会における決定であった。この決定にも東

．（万）

系譜をひき、有限責任社員のみからなることを原則としていた合資会社が、事実上、無限責任を負う社員の存在

正がなされたが、ここでも東京商業会議所の意見が強く織りこまれた。なお、レースーフー草案の「差金会社」の

（布）

いう事情が勘案されて、七月一日という日付が選ばれたようである。同時に、原案以外に四○余か所にわたる修

〈布）

たって延期するという意味があったとともに、当時の商人社会の慣習で、｜月または七月に会計を新たにすると

先送りされ、明治二六年七月一日より施行すべきものと修正された。この修正には、切迫した施行期日をさしあ

から、特別委員会も彼らの主導で進められたものと思われる。この委員会において、法案の施行期日原案が半年

望、小畑美稲、村田保、木下廣次、富井政章）は、先の民法商法施行取調委員会の構成員でもあったわけである

’二月二日、貴族院はこの法案の審査を特別委員会（’五名）に付託したが、特別委員のうち五名（西園寺公

議所の意見が多く反映された事情も頷くことができるであろう。

法商法施行取調委員会の構成員であった穂積陳重や梅謙次郎なども顧問的立場で関与したわけであるから、同会

れたものであり、また若干の政府自身の、主張も織り込まれていた。東京商業会議所提出の修正案の作成には、民

（ね）

右の法案における、商法および商法施行条例の改正原案は、その大半が東京商業会議所の「修正案」を受け入

2２

同

同前六三’六四頁。

＝

(426）
(427）
2３

〆￣､〆～グー、
〆￣へ＝■､／￣､－－，

、

空ＺｌＺ９巴は
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｢了

志田・性（胡）前掲六四’六五頁。

福島・注〈冊）前掲一四一頁。

熊谷開作「商法典論争史序説」星野通退職記念論文集法史学及び法学の諸問題（昭和四二年）’一一七頁参照。

福島・注扇）前掲一四一頁。

拙稿「昭和一一一一年会社法改正の歴史的展開・第一一一部」神戸学院法学一一五巻三号（平成七年）五’六頁参照。

牧英正Ⅱ藤原明久編・日本法制史（平成五年）’一一七一頁参照。
志田・注（兜）前掲六七頁。
同前六七’六八頁。
同前七○頁。
同前七一頁。

第四章明治期の会社と会社法の施行
１、維新直後の民間会社

の出資をなすとは言え、その関係が出資であるか、会社への貸付にすぎないのか不明瞭であり、営業上、取締役

二年）に、通商会社は、明治六～七年（一八七一一一～七四年）に解散せざるをえなかった。これらの会社は、共同

（師）

通商今二社・為替会社の設立をみている。しかし、会社に対する知識の乏しさから、為替会社は明治五年（一八七

（師）

二年（一八六九年）五月末から八月（太陰暦）にかけて、東京・大阪・西京・横浜・神戸・新潟。大津・敦賀に

司を設け、東京と大阪に支所を置き、大いに民業を振興〈しようとし、民間に通商〈云社と為替会社を設けた。明治

（妬）

政府は、明治元年（一八六八年）閏四月一一五日（太陽暦では同年六月一五日）、勧業・収税の目的で京都に商法

一般企業会社の萌芽を概観しておこう。

同年一一一月一五日）の国立銀行条例（大政官第三四九号）に基づく銀行会社であったが、ここでは、銀行以外の

周知のように、法的規整を受けた最初の株式会社企業は、明治五年（’八七二年）｜｜月二五日（太陽暦では

りわけ株式会社制度の導入・韮曰及に努めた。

は、強力な中央集権体制の下で、「富国強兵」による「万邦対時」を実現すべく、’’一一口わば上からの殖産興業政策と
（閉）
して展開された。すなわち、明治政府は、会社企業の自、壬的発展を待たず、上から積極的に欧米の会社制度、と
く出）

近代統一国家の成立が立ち遅れたわが国においては、明治維新後、封建経済から資本主義経済へという経済体
制の移行、とりわけ資本主義経済の担い手たる会社企業の整備が急務であった。わが国における会社企業の整備

～￣、－－､＿〆、－－、.￣、－〆、－〆、－－、－－、－〆

という制度はあったが、これが社中月番で持廻りという規則であったため、経営に統一性が欠けていたといわれ

（的）

経営学者の指摘によれば、民間においては、明治二年（一八六九年）に創業した丸屋商社がわが国最初の株式
はやしゆうてき

〈室社であったとされている。しかし、その実態は、むしろ旧商法上の合資会社に近いような印象を受ける。丸屋

商社は、今日の丸善の前身である。丸屋商社は、早矢仕有的によって、横浜に設立された。早矢仕は、岐阜出身、
慶応義塾に学び、福沢諭吉の薫陶を受けた。

丸屋商社の現存する最も古い社則は、明治六年（’八七三年）六月のものである。その社則によれば、社中を

元金社中と働社中とに分ち、各社中は入社に際し一口百円として一口ないし数口を出資することになっている。

もときんはたらき

必ずしも明らかではないが、元金社中は、言わば業務執行に関与しない優先株主的な社員であり、働社中は、業

￣

2４

(428）
(429）
2５

８２８１８０７９７８７７７６７５７４７３

〆￣へ〆￣、グーへ〆~、〆￣へ－面へ〆￣、￣へグー､グー、

。￣い、

る兎と
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ととなっており、元金社中の出資総額は、働社中の出資総額に比較した定限が定められている。元金社中は、そ

務執行に関与する社員にあたるのではなかろうか。働社中の出資は、元金社中の損失を請合うためになされるこ

の定限以上の額の出資が許されず、働社中は、その割合以下に出資を減ずることが許されていない。元金社中の
出資は、五年を一期とし、毎年利益金の中からその総出資額の一割五分に相当する金額を元金定約利益と称して
配当し、これを元金に繰入れ、結局五年後には倍額二百円として出資者に返還する仕組みであった。元金社中へ
の利益配当は、働社中への利益配当に先立って先取りすべき特権が認められていた。これに対し、働社中には利

益金が元金社中出資額の一一一割に満たないときは、元金社中に配当を行った残額が配当され、三割以上に達したと

きはじめて元金社中に配当したと同額の金額が配当され、これを働社中定約利益と称した。元金社中および働社
（卯）

中への定約利益配当後、なお利益金の存するときは、これを配分利益と称して元金社中にその三分の一、働社中

にその三分の一一を配分した。会社の営業成績が働社中の責任にかかっていたからであるＰ

丸屋商社には勘定場というものがあり、これが商社の財政を統括した。各店の売場は、｜定額の商業元金を勘
定場から預かって営業を行い、毎月元金の利息、家作代、金子利息、月々の利益金を勘定場に送り、損失のあっ
〈皿）

た月は損失分を勘定場から補填された。また、予備金として、営業上の損失を補填すべく、全社保続積金、家作
積金、海陸難事備金、貸金損耗備金、無名備金という制度を設けていた。

丸屋商社の役員は、社長、取扱人、書記方、金銀方、各店支配人によって構成されている。社長は、’○口以

上の出資者でかつ一年以上社中にある者に限られ、全社内外の事務を総括する。取扱人は、’○口以上の出資者
でかつ一年以上社中にある者に限られ、社長を補佐し、内外事務を扱う。書記方は、五口以上の出資者である者
に限られ、帳面を総括し７諸店の帳合の精粗を検し、全社の成績表を作成する。金銀方は、五口以上の出資者に

（卯）

限られ、金銀借賃、為替および諸会計を総括し、諸入費の支弁を掌る。各店支配人は、一一口以上の出資者に限ら
れ、商業専執の権を与えられるが、金銀借賃、商売柄変更、住地家作売買、転宅、支店員の増限等に関する権限
を持たない。なお、株、王総会にあたる組織の有無に関しては、調べたかぎりでは、明らかにできなかった。

右の丸屋商社のように、早くから会社組織の名に値する企業も存在したが、明治六年（’八七一一一年）三月に横

（肥）あらため

浜と八王子に設立された生糸改会社のように、会社と称しつつも、その実態は、組合類似の組織にすぎなかった

という企業も存在した。これらの組織は、役職者が身元積立金と称する金員を出資して、共同経営を行っていた
ものらしい。

２、会社法施行前の会社規整と会社の発展

わが国の会社に対する法的規整として最初のものは、調べた限りでは、明治四年（一八七一年）二月一一七日

（太陰暦）の県治条例（大政官第六一一三号）の中にある。この条例の中に県治事務章程という規則があるが、こ

の規則は、地方官が、「主務ノ各省へ稟議シテ処分スベキ」事項（上款と称する）と「専任施行」できる事項（下

款と称する）を列挙したものである。このうち、上款の第一三条に「諸会社ヲ許ス事」が掲げられている。

右の県治条例は、明治八年．（’八七五年）一一月一一一○日、太政官第二○一一一号達によって廃止せられたが、同号

達は、同時に、府県事務章程という規則を定めた。府県事務章程も県治事務章程と同様に、地方官の事務を上款
と下款に分けて列挙している。上款第六条に「銀行及諸会社一一准充ヲ与へ又ハ之ヲ廃停スル事」と定められてい

る。

府県事務章程は、 明治一一年（一八七八年）七月一一五日、太政官第三一一号達によって廃止された。このとき、

￣
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同号達は、次のように従来の取扱いを変更した。すなわち、「諸会社設立願……等条例規則一一依り地方官ヲ経由ス

ル者ハ府県掌管ノ事務各省一一稟議スルノ類ト同ジカラザルヲ以テ知事令〈事実ヲ公証スル為二奥書若クハ加印シ
テ主務ノ省一一進達スルモノトス」。

これによって、会社の設立は、地方長官に願い出るという形式に改められ、このため、この年以降、｜般会社
（肌）
の設立が箸増するに至った。また同時に、明治一一年には、五月四日に株式取引所条例が公布され（太政官布』ロ
（妬）

第八号Ｉこれによって明治七年一○月一三日大政官布告第一○七号株式取引条例は廃止された｝、これにより、

員に「商議員」とか「支配人」とかいう役職者がいたり、持株数によって投票個数に差別があったりした。

一般会社条例が発布されるまで」として認可したのである。したがって、形式・細則が決まっていないので、役

の東洋紡績）、日本生〈叩保険など、みな有限責任会社として発足した。有限責任会社というのは、実体は株式会社
で旧商法会社編が施行されるまで臨時のつなぎに、株式組織の新しい形の企業として、地方長官が、「追って

（”）

明治一六年（一八八三年〉の東京電灯、’七年（一八八四年）の大阪商船、一一一一年（’八八九年）の尼崎紡績（後

式組織の同族もしくは同志的結社の性質が強く、多くは、正式に会社法が施行されるまでの過渡的形態であった。

明治一○年代から一一○年代前半にかけて、有限責任会社と称する会社が現われている。この会社は、中身は株

東京株式取引所、大阪株式取引所が開業するに至る。（ｗ）
（肥）

明治一九年（’八八六年）から二一一年（一八八九年）にかけて、わが国は最初の本格的な企業台頭時期を迎え
デフレーション

る。この時期には、通貨収縮その他の企業、心を抑圧していた諸障害が解消し、企業をめぐる環境が整備されていた。

その反動として、明治二一一一年（一八九○年）には、わが国初の近代的恐慌に直面したが、これが克服された明治

二六年（’八九一一一年）には、景気は好転しはじめた。もし一一七年に日清戦争の勃発がなかったならば、企業はこ

（”）

の時期に再活躍を示す情勢であったという。したがって、明治一一六年七月一日という会社法施行時期は、当時の
経済環境としては、最良の時期であったと一一一一口いうるであろう。

３、会社法の施行と会社数

内閣統計局の調べによれば、明治二五年（一八九二年）におけるわが国の会社総数は、四、五○七社、公称払

込資本金は一一一一○、八八四千円であったとされている。これが、会社法が施行された明治二六年（’八九一一一年）
（川）

には、会社総数四、一一一一一一一社（公称払込資本金一一一一七、四五三千円）とその数を減じ、｜翌明治一一七年（’八九四
年）には、会社総数一一、’○四社（公称払込資本金一四八、二一五一一一千円）と、会社数が激減している。これは、
会社法の施行によってその規整が実効性を持ち、法規整に耐えられない会社が消滅したからではなかろうか。

片岡信之・日本経営史序説（平成一一年）三七頁。

藤井光男編蕾経営史ｌ日本（昭和五七年）四九頁．

野田信夫白本近代経営史ｌその史的分析（昭和六三年一七五頁．

日本銀行金融研究所・日本金融年表（平成五年）六頁。
片岡・注（脳）前掲三七頁。

野田・注（冊）前掲七五頁参照。

￣

なお、明治一一八年（一八九五年）からは、会社数は増加に転じ、同年には会社数二、四五八社（公称払込資本

８８８７８６８５８４８３

2８
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2９

金一七四、○四七千円）、明治一一九年には会社数四、五九五社（公称払込資本金三九七、五六五千円）と、順調に

、－〆、－〆～－－､－－、-－、_〆

発展を開始している。
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片岡・注（別）前掲三七頁参照。

司忠編・丸善社史（昭和一一六年）一九’二○頁参照。
同前二○’二一頁参照。
同前一二－一一一一頁参照。

野田・注（冊）前掲七五’七六頁参照。

片岡・注（Ｍ）前掲三八頁。

藤井・注（別）前掲五二頁参照。

（妬）

野田・注（開）前掲七六頁。

、－－、－－、－〆、－〆

同前三九頁参照。
これらの統計は、

ございまして、是亦私が伊藤公爵に敬服したる一の点であります。

（皿）

せられまして、穏やかに併しながら速に議事の進行を計られましたことは、今日尚昨日の如く記憶して居る所で

るにも拘わらず、毎会親しく出席せられまして、其喧擾しき議論、複雑したる争の中に立って、良く議事を整理

りまして、随分議論も起ったのであります。此間に処して故伊藤公は、当時内閣総理大臣の劇職を帯びて居らる

たのであります。それ故初めて法典調査会が設けられまして、｜年程の間は其会議の状況も頗る活気を呈して居

延期派と云うものが、多少感情の上に於て融和を欠いて居るのみならず、意見の根本に於ても大に異なる所があっ

「当時は前年（明治二六年）の法典の延期若くは断行と云って、鎬を削って争いましたあとで、所謂断行派、

ので、やや長くなるが、以下に掲げておこう。

法典調査会の発足当時の同会の内情につき、委員であった梅謙次郎が、伊藤博文追悼演説の中で一一一一口及している

治二七年（一八九四年）一一一月以来、明治一一一○年（’八九七年）一一一月までに、のべ四四名が任免されている。

（皿）

法曲〈調査会の初代総裁には、伊藤博文総理大臣が自ら就任し、副総裁には西園寺公望が就任した。委員は、明

副総裁は、委員と同一の資格をもって議事に参加することとされている（七条二項）。

が与えられているが（六条）、規則において実質的に会務を管理するのは副総裁の役割りとされており（七条一項）、

ヲ起草セシム」ることとされている（八条）。総裁は、議事を整理し、その決議を内閣総理大臣に具申する役割り

ヲ以テ」組織される（二条）。そして、委員の中から総裁の任命による「起草委員若干人ヲ置キ：…・法律ノ修正案

となっていたが、改正後はその目的が明瞭になっている。同調査会は、「総裁、副総裁各一人及委員三十五人以内

議ス」る目的で設置されたものである二条）。一一六年規則は、民法、商法及び付属法律を「調査審議ス」（同条）

’一七年規則によれば、「法典調査会ハ内閣総理大臣ノ監督一一属シ法例、民法、商法及付属法律ノ修正案ヲ起草審

正されている。さらに、同規則は翌明治一一七年一一一月二七日公布の勅令第一一一○号により、再整備されている。

勅令第二号をもって、法典調査会規則を公布した。同規則は、同年七月六日、勅令第六五号をもって、｜部改

商法及商法施行条例中改正並施行法律が公布された直後の、明治二六年（’八九一一一年）一一一月一一五日、政府は、

１、法典調査会の設置

第五章明治三一一年会社法の起草と成立

日本統計研究所編・日本経済統計集（昭和三一一一年）’一一五頁に基づくものである。

高橋・注（羽）前掲一一一一’一一一二頁参照。

（妬）

、－〆、－〆

ｌＯＯ９９９８９７

一年間程は毎回議事に御出席に相成り、又法典調査会の事務に付ても、親しく指導監督の労を執られまして、
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それが為めに前年来蟠（わだか）まって居った所の、法典の延期、断行の議論の余波より生じましたる所の感情
の行違などは一掃し去られて仕舞いまして、法典調査会が設けられましてから、略々（ほぼ）一年位経ちました
時には、最早そう云う痕跡は留めなかったと云って宜かろうと思います。是偏に故伊藤公の議事の整理が宜しき

を得、又事務の監督が其当を得て居った為めと言わなければなりませぬ。勿論故公爵の時代には副総裁と致しま
（川〉

して、西園寺侯が尽力をせられましたから、元より西園寺侯の功労も没すべからざる所でありますけれども、初

めの一年間程は実に故公爵が、親しく法曲〈調査会の監督も致され又議事の整理までも致されたのであります」。
日清戦争の勃発（対漬宣戦布告明治二七年八月一日）によって、やがて伊藤博文の調査会への出席はとどこお
（皿）

りがちになったようであるが、伊藤は、総理辞任後も、明治二九年（一八九六年）｜｜月五日まで、総裁の職を
務めている。西園寺公望も同年同月同日まで副総裁の職にあった。伊藤博文は、法に対する資質豊かな人物であ

ったようである。先に述べた民法商法施行取調委員会に関連して、梅謙次郎は以下のように評している。「故公爵
は吾々の月から見ますると、法律学者ではない。法律学の方から申せば所謂素人に属するものである。然るにも

拘わらず、其委員会に出られまして、吾々委員が意見を述ぶるのを聴かれて、直に之を判断せられて、例えば私

共が其当を得ないと思う議論を吐く人があると、｜言の下に、それは間違って居ると斯う言われました。それで
（伽）

たなくかおる

如何にも私は公の頭脳の明であって、判断力に富まれ且中々学理的の頭脳を有って居らるるに敬服致したのであ
ります」。伊藤の横顔を知る趣く味深い逸話である。
（脳）

法典調査会において、商法修正案の起草委員となったのは、岡野敬次郎、田部芳、梅謙次郎であった。そして
志田鋒太郎、加藤正治がこれを補助した。法曲〈調査会規則第一○条に「法典調査会二起草委員補助五人以内ヲ置
キ起草委員ノ職務ヲ補助セシム」とある。

（Ｍ）

梅謙次郎は法科大学教授法学博士として、田部芳は司法省参事官として、各々明治一一七年一一一月一一一一日に調査会
委員に任ぜられている。岡野敬次郎は法科大学教授として、明治一一八年一一一月一一一日に調査会委員に任ぜられて
いる。岡野の就任が遅いのは、彼が欧州に、国学していたからであると推察される。

明治一一八年現在、梅謙次郎一一一五歳、田部芳一一一五歳、岡野敬次郎三○歳であった。
なお、民法修正案の起草委員には、穂積陳重、梅謙次郎、富井政章が任命された。
２、商業会議所の活動

（川）

明治一一七年（’八九四年）八月、金沢で開催された第四回商業会議所連合会において東京商業会議所は、大
阪・広島・神戸各会議所の賛成を得て「株式会社の発起及び設立の認可に関する規定の廃止」を、各商業会議所
（川）
から当局に建議・請願することを提案して可決された。東京商工会議所は、翌明治二八年一月、この趣旨を農商
務・司法両大臣に建議し、貴衆両院に請願しているし、同様の建議・請願が、明治一一一一年に至るまで相次いで各
商業会議所から提出された。この時期のわが国企業の伸張は、設立免許、王義の壁をつき崩す勢いであったわけで
ある。
（川）

また、会社法がわが国の経済的発展に適合しなくなった点として、とりわけ財界の改正要望が強かったのが会

社合併制度の導入であった。会社法中に〈口併の規定を欠いていたため、当時合併を欲した会社は、いったん会社
（、）

を解散して清算手続を行ってから、新たに設立手続をなしていたようである。この方法によるときは、清算中は
｜時事業の進行を停止せざるを、えず、はなはだ不便であったようである。
明治一一九年（’八九六年）九月二五日、大阪商業会議所は、その総会において片岡直温の建議による「同性質

￣
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唐

２

（皿）

号の株式会社合併に関する法律制定希望の件」を採り上げ、一○月一三日、審議委員の修正案「商事会社合併及組
（畑）

（山）

（班）

舗織変更制に関する意見書並請願書案」を可決した。〈口併と同時に、商事会社組織変更に関する条規を切望したわ
（肌）

（Ⅲ）

さらに進んで明治三○年（一八九七年）六月、大阪商業会議所は、「商事会社合併法」の制定を要請している。

別けである。東京商業会議所もまた、明治一一九年九月に「会社〈ロ併二関スル法律制定」を建議している。

第

学

法同年同月、東京商業会議所もまた「商事会社合併法」の制定を建議している。
院

（畑）

学これら一連の〈ロ併法の要望は、日清戦争後の好況期に際する実業界一般の声だったようであるが、これは、わ
一戸

（畑）

明治一一九年一○月二四日配布の商乙第四号においては、「株式合資会社二関スル規定ヲ設クルコト」とされてい

中に掲げることとされた。

ている。後に商事組合の規定は、明治一一九年（一八九六年）六月一一一一日配布の商乙第一一一号により、「第三編契約」

合名会社」「第一一一節合資会社」「第四節株式会社」「第五節罰則」が配され、「第一一章商事組合」という構成案となっ

ば、会社法は、「第二編会社」として独立した編とされ、「第一章商事会社」として、以下「第一節総則」「第二節

同年九月二六日に配布された商乙第一一号は、商法典の配列に関する最初の案だったようであるが、それによれ

表現がある。

一二日に配布された商乙第一号のなかに「株式会社ノ設立一一ハ主務官庁ノ許可ヲ要セザルモノトスルコト」との

会社法修正に関し、いちはやく一一一一口及されているのは、設立準則主義の採用である。すなわち、明治二八年九月

田部ら起草委員らは、それより少し前に活動を開始したようである。

商法修正案に関する法典調査会の議事は、明治二八年（一八九五年）九月一一七日に開始されたが、梅、岡野、

ａ商法起草委員会の活動ｌ明治二八年から明治三○年

しては、明治一一九年（’八九六年）四月一一○日、銀行合併法（法律第八五号）が公布されている。

神が国の企業社会が集中合同の時代の入り口を迎えたことを意味するものであると評価し、えよう。なお、銀行に対

開
展
的

（川）

同年九月四日配布の商乙第五号では、「株式会社及ビ株式合資会社一一於テ無記名株及ビ優先株ヲ認ムルコト」と
されている。

明治二九年五月中には、起草委員は商法典原案を作成し、議事に上呈した。すなわち、この時期には、一応、
（皿）

条文の体裁を整えた原案が出来あがったわけである。この原案をたたき台として、以後一年半あまり、明治三○
年（’八九七年）’一一月一七日まで、法曲〈調査会は商法曲〈の審議検討を行っている。
４、第一○回帝国議会

史第一○回帝国議会（通常議
（通常議会）は、明治一一九年（’八九六年）｜｜｜月一一一一一日に召集され、一一一月二五日に開院

内閣は、すでに第一一次伊藤博文内閣から第一一次松方正義内閣に交替していた（第二次松方内
硴された。この時期、内閣は、
｛疋

八日成立）。
制闇は、明治二九年九月一八日
法
〈二

社開院当日の一一一月二五日、
開院当日の一一一月一一五日、政府は、「法典ノ施行延期一一関スル法律案」を貴族院に提出した。その内容は、「明
一一

年治二十一一一年法律第一一一十一一号商
治二十一一一年法律第一一一十一一号商法総則、第一編第一章乃至第五章、第七章乃至第十一章、第一一編、同年法律第九十

三七号法例、同年法律第九十八
七号法例、同年法律第九十八号民法財産取得編、人事編及ビ其施行一一必要ナル法律ハ明治一一一十一年六月一一一十日マ

ムロ

－－＿
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卿デ之ヲ施行セズ但商法第一編
デ之ヲ施行セズ但商法第一編第一一章及ビ第四章ハ商事会社一一付テハ従前ノ通之ヲ施行ス」というものであった。

’．

開

（皿）

つまり、法典調査会の審議が、明治一一一一一年商法の施行期日たる明治一一九年一一一月三一日までに終了することが
とうていできないことが予想されるに至ったため、なお、｜年間、その施行を延期しようとしたわけである。

一一一月二六日、右法案は貴族院、衆議院において可決され、同月一一九日、法律第九四号として公布された。こ
れにより、商法の全面施行は、明治一一一一年六月三○日まで再々延期されることとなった。
５、第二回帝国議会

第一一回帝国議会（通常議会）は、明治一一一○年（’八九七年）一一一月一二日召集され、同一一四日開院された。
（畑）

松方正義政権の基盤は、この時期、大いにゆらいでいた。地租増徴問題などを中心とした対立で、松方内閣は進
歩党の支持を得られなくなり、自由党との提携工作も失敗していた。

それでも政府は、開院当日の一一一月二四日、法典調査会で議事を終了したばかりの新商法修正案を、民法修正
（皿）

案とともに貴族院に提出した。政府委員は、起草委員であった梅謙次郎、田部芳、岡野敬次郎である。当時の各々
（噸）

の一肩書きは、梅が法制局長官、田部が司法省参事官、岡野が東京帝国大学法科大学教授である。この時に提出さ

れた商法修正案は、全六六六か条からなり、編章節款の配列は、後の明治三一一年法に異ならないものであった。
（川）

しかし、翌一二月二五日、衆議院に松方内閣不信任決議案が上程された。松方は、これが議決される前に衆議

院を解散した。貴族院は停会となり、商法修正案は成立に至らなかった。なお、松方内閣は一二月二八日に辞職
した。

６、第一二回帝国議会

第一一次松方正義内閣の辞職を受けて、明治一一一一年（’八九八年）｜月一一一日、第三次伊藤博文内閣が成立した。
第五回衆議院総選挙（明治一一二年一一一月一五日）を経て、第一一一回帝国議会（特別議会）は、同年五月一四日に
召集され、五月一九日に開院された。明治一一三年商法の全面施行期日が、約一か月半後にせまっていた。
（Ｗ）

政府は、何としても商法修正案の議会通過を図るべく、開院当日の五月一九日、商法修正案を貴族院に提出し

た。政府委員の陣容は前回と同じく、梅謙次郎、、田部芳、岡野敬次郎であった。この時に提出された商法修正案
（皿

（肌）

は、全六八五か条からなり、前修正案に比して一九か条増加していたが、編章節款の配列は前修正案に異ならな
は、全六八五か
いものであった

（伽）

貴族院は、五月一一○日より審議を開始し、五月二八日に原案全部を可決、これを衆議院に送付した。

衆議院では、五月一一二日から審議が開始せられたのであったが、同じ時期に、政府は地租増徴案をはじめとす

る増税諸案を議会に提出していたのである。明治三一年度予算案は前議会解散のため成立せず、その不足分は、
（剛）

（醜）

展清国からの償金をもってあてることにするが、三一一年度以降の予算を正常化するため増税を行おうとするもので

史あった。日清戦争後放漫に流れた財政の整理は、伊藤内閣の重要な課題だったわけである。

的

（剛）

噸政府は、増税案の通過を希望して、会期の延長や、三日間の停会をなし、進歩党との交渉をも試みたが、この
樅奔流の中川に、商法修正案はのみ込まれてしまった形になった。
法
（岨）

社六月一○日、議員の約七割を農業関係の代表で占める衆議院において地租増税案が否決されるや、同時に衆議
六月一○日、》

院は解散された。
（噸）

かくして、商法修正案は、再び審議未了に終わった。しかし、新民法典草案の残部は今議会で可決され、明治
一一一一年六月二一日、法律第九号として公布され、同年七月一六日より施行法とともに施行された。

￣
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開

７、明治一一三年商法、予想外の全面施行

明治一一一一年六月一○日の衆議院の解散から、明治一一一一一年商法の施行延期期日の末日、すなわち同年六月三○日
（剛）

まで、わずかに二○日間しかない。政府内では、緊急勅令によってさらに施行を延長するといった方法も検討さ
（Ⅳ）

れたようであるが、部内に賛成者が少なく、そのまま放置された。そして、旧商法典の実質的に廃止同様に考、え
られていた部分が、「朝野驚情の裡に」、明治三一年七月一日より施行されてしまったのである。
二一一一年商法の施行につき、志田鉾太郎は以下のように述べている。

「旧法の全部が結局施行されたのは元より政府が不注意であったことも其原因の一つに算えられるも、考えて
見れば誠に数奇なる運命だったのである。旧商法典中、会社、手形及び破産の如き既に施行せられて居った部分
は、仮令新民法典と調和せざるとするも比較的に少く、若し幾分あったとても解釈上何れにか始末をつけること

は出来たけれど、新たに施行せられた第一編中商事契約の一般規定（例えば契約の取結、履行、損害賠償、違約
金代理、時効、交互計算、質権、留置権の規定）及び各部規定（例えば売買、消費貸借、寄託の規定）並に海商
法の規定（例えば船舶所有権、船舶債権者、時効の規定）の如きは、新民法典との調和に付き解釈上頗る困難を
惹起したことは事実である。然しながら此等の部分は任意法規多き為め、実際上の問題としては格別の困難を惹

起きざりしこと不幸中の幸と請うべきである。但し非訟事件手続法の如きは新民法典の付属法律たると同時に新
（伽）

商法典付属法律たるべきもの故、旧商法典との不調和は勿論であって、手続法のこととて全く適用出来なかった
９℃のである」。

また、梅謙次郎によれば、当時の日本人が法律思想に富んでなかったため、旧商法が施行されたと一一一一口っても実
際はあまり行われなかったとしつつ、旧商法の施行は一面明治一一三年の条約改正に必要であったために、条約改

（伽）

正が早くできたのは、一一一一口わば旧商法の功名であったと論卜）ている。
８、明治三一一年会社法の成立（第一一一一回帝国議会）

第三次伊藤博文内閣の後を受け、わが国初の政党内閣として知られる第一次大隈重信内閣は、内紛のためわず
か四か月で、明治一一一一年（’八九八年）一○月三一日に総辞職した。この後を引き継いだのは、同年一一月八日
に成立した第二次山縣有朋内閣であった。
第一一一一回帝国議会（通常・特別議会）は、第二次山縣内閣成立の前日、明治一一一一年一一月七日に召集された。

内閣成立後、日が浅かったため議会準備が整わず、ようやく一一一月三日に開院された。

明治一一一二年（’八九九年）一月九日、政府は三たび商法修正案を貴族院に提出した。政府委員は同じく梅・岡
〈川）

野・田部であ
野・田部である。この修正案は、全六八九か条から成り、前回の修正案に比して四か条増加していたが、編章節

展款の配列は前
款の配列は一別修正案に異ならないものであった。
的

史一月一四日
一月一四日、貴族院は商法修正案の審議を開始した。司法大臣清浦奎吾は、提出理由の説明に際し、商法修正

（川）
法（川）

噸案は「重大ナ
案は「重大ナル法案ノコトデアリマスルシ其後商業会議所其他ヨリ尚ホ意見モ大分出マシテゴザイマスルカラ、
縦其等ノ意見ヲ
其等ノ意見ヲモ参酌致シマシテ尚ホ慎重二審議ヲ尽シテ再ビ此処一一之ヲ本院二提出スル運ビニナリマシテゴザリ
（皿）

一月三一日
｜月一一一一日、衆議院にて審議開始。梅謙次郎は、旧商法が施行きれざるをえなかった現状をふまえて、「就キマ

一月二四日
一月二四日、貴族院は原案を可決、これを衆議院へ送付した。

社マス」と述べ
マス」と述べている。
〈云
年
一一

明シテハ此欠点
ンテハ此欠点アリト既――議場二於テ認メラレマシタ商法ハ｜日モ早ク改メテ欠点ノ少キ法典ト為サナクテハナ｜フ

一一一
治

￣
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（川）

ヌノデアリマス、ドウゾ此度提出ニナリマシタ商法修正案ヲ速二確定セラレンコトヲ希望致シマス」と述べてい側
（山）

一一月一一五日、衆議院も原案の全部を可決した。ここに、新商法血〈はついに両院を通過したわけである。
かくして、明治一一一一一年（一八九九年）三月九日、新商法典は法律第四八号として公布された。同年六月一六日、

勅令第一一一一一一一号により施行され、施行の日をもって明治一一三年商法は、第一一一編「破産」を除いて廃止された。
志田・注（銘）前掲七四頁。

同前七三’七七頁参照。

梅・注（川）前掲一一一三頁。

志田・注（胡）前掲七四頁。

梅謙次郎「伊藤公と立一
梅謙次郎「伊藤公と立法事業」国家学会雑誌一一四巻七号（明治四一一一年）一一一四’三五頁。

四2-、＿

里井・性（ｕ）前掲四八頁。

福島・注（色前掲一四六’一四七頁参照〔東京商業会議所月報第五○号〕・

里井・性（ｕ）前掲四八頁。

福島・注（開）前掲一四五頁。

里井・注（Ⅲ）前掲四八頁。

同前七六’七七頁参照。

志田・注（兜）前掲七三－七四頁。

ユュ一

Ｕ－

林Ⅱ辻・注（Ⅳ）前掲二六五頁。

ＯＯＯ

林Ⅱ辻・注（邪）前掲二七八頁。

同前八二頁。

同前八○’八一頁参照。

志田・注｛胡）前掲八○頁。
志田・注（肥
同前九二頁。

同前。

志田・注詑）前掲九一頁参照。

林Ⅱ辻・注（町）前掲二六一’一一六四頁参照。

同前五二、七八頁参照。

同前参照。

同前八七頁。

志田・注（胡）前掲八六’八七頁。

福島・注（筋）前掲一四七頁参照。

里井・注（ｕ）前掲四八頁。

福島・注（筋）前掲一四七頁。

里井・性（ｕ）前掲四八頁。

福島・注（閲）前掲一四六頁。

Ｏ

（Ⅲ）

（脳）

福同里福里福里同志梅志梅同志
島前井島井島井前田・田謙前田

凸坐一一上一一巫－

同同同
月リ目リ目Iｊ

～－－～－－

、－－～－－、－－、－〆－－

（川）
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'４４１４３１４２１４１１４０１３９１３８１３７１３６１３５

、-〆－－〆、－〆､－－、－〆～-－、－－、－－、-－、－〆

志田・注（胡）前掲五三頁。
０。

月リ目リ

１、商法修正案参考書・理由書

第六章明治一一三年会社法の概要

同前九六頁。

同前九五頁。

同前九四’九五頁参照。

同前九三頁。

志田・注（胡）前掲九二頁。

同前八四’八五頁〔梅謙次郎（牧野英一補修）・法学通論（発行年不詳）二一一一頁以下〕・

同前五四’五五頁。

同同

定スルハ其発達ヲ奨励シ実際一一便宜ヲ与フルモ決シテ禍源卜為ルノ恐レナシ」（理由書一一一六頁）。

式合資会社ナルモノノ発達ヲ見ザルハ当然ナリ。決シテ我国ノ現状一一適応セザルガ為メニ非ザルナリ……之ヲ規

会社合資会社及ビ株式会社ノー一一種類ニ限り其他ノ種類一一属スル会社一一至リテハ全ク之ガ成立ヲ認メザリシ故二株

ノ発達ノ初期一一当リテ現行商法中会社二関スル規定ヲ実施セラレタルーー依り商事会社トシテ成立ヲ認ムルハ合名

誉テ存セザリシ会社ナレバ其利害得失ヲ疑上新夕一一之か規定ヲ設クルコトヲ祷踏スル者アルベシト錐モ我国会社

のであるとしている（理由書一一一六頁参照）。さらに、次のように記されている。「或ハ株式合資会社ハ我国一一未ダ

株式合資会社制度を設けた実質的な理由は、合資会社の有限責任社員が感じる持分処分の不便性に対処するも

解釈に一任するとしている（理由書三六頁）。

第五章に設けられた株式合資会社制度は、本法に初めて設けられたＰ株式合資会社の法理上の性質論は学者の

仙株式合資会社規定の新設

罰則である。

｜章総則、帯
章総則、第一一章合名会社、第一一一章合資会社、第四章株式会社、第五章株式合資会社、第六章外国会社、第七章

旧商法で第一編第六章に位置づけられていた会社法は、独立の編として第二編に設けられた。その体裁は、第

２、三一一年会社法の概要

田鉾太郎である。

治三一一年会社法の概要を示しておこう（以下、理由書として参照する）。なお、会社法の部分を執筆したのは、志

は、明治一一二年（一八九八年）六月に東京博文館から発行された「商法修正案理由書」を中心に参照しつつ、明

は「商法修正案参考窒邑とされていたが、博文館発行のものに限り「商法修正案理由書」とされていた。以下で

（恥）

旨を付一一一一口して、公の理由書でないことを明らかにしている。数社の出版－工から出版されており、表題は、｜般に

（噸）

商法起草委員補助が執筆し、法典調査会から非公式に発表されたものである。起草委員の校閲を経たものでない

は、商法修正案の条文を簡単に解説して、旧商法典と異なるところを説明した修正理由書とも言うべきもので、

第一一一回帝国議会に商法修正案が提出されたとき、商法修正案参考書が法典調査会から発行されている。これ

グー､－－へグー、〆￣へ〆￣へグーへグー、グーへ〆￣へ〆￣へ

②外国会社規定の新設

￣
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ルーマニアポルトガル

国際交通の発達にともない、外国会社を規整する条項の必要性が高まったことにより、第六章に外国会社の規
定が新設された（理由書三七頁参照）。
ハンガリースペイン

外国会社に対して、商法の「規定ヲ当然適用セラレルベキ内国会社一一比シテ遙二優等ノ地位ヲ与へ其間大二権
衡ヲ失スルヲ免かレズ、是し本案か外国人二関スル民法ノ規定ヲ掛酌シ甸牙利、西班牙、伊太利、羅馬尼、葡萄牙
其他ノ外国立法例一一倣上且之ヲ拡張シテ｜股会社一一及ボシ」たものである（理由書一一一七頁）。
③設立準則主義の確立
株式会社の設立免許主義は廃止された（理由書一一一八、一○三頁）。

その理由は、以下のように説明されている。「株式会社ノミ一一付キ設立免許ヲ容シ合名会社合資会社等二付テハ
ベルギ１

スイス

自由一一設立スルコトヲ許スハ其間権衡ヲ得夕ルモノニアラズ」。「株式会社二付テハ各国皆一時ハ設立免許ノ制度
オーストリアオランダ

ヲ設ケタリシモ次第二其有害無益ナルヲ認〆英吉利、仏蘭西、独逸、白耳義、旬牙利、伊太利、瑞西、西班牙、

葡萄牙等皆此制度ヲ廃シ今尚ホ之ヲ存スルハ澳太利、荷蘭、羅馬尼及ビ我国等二過ギズ・・・…設立免許ノ制度ヲ廃
止スルコトハ各国法制沿革上一般ノ傾向ナル以上ハ我国モ亦之一一倣うコト相当ナリ」。「我国ノ実業家二於テハ設
立免許ノ制度ヲ不必要ノモノト為シ其廃止ヲ希望スル請願ハ各地商業会議所ヨリ内閣司法省衆議院一一呈出セラレ

タルョリ視レバ実際二於テモ設立免許ノ制度〈有害無用ノモノナルコト明カナリ」。「今日二於テハ株式会社一一関
スル智識経験ハ決シテ政府ノ官吏ノ専有ニアラズ従テ株式会社ノ設立一一ハ政府ノ免許ヲ要セザルモノト為スコト
正当ナリ」。設立主義であれば「株式会社ヲ設立スルーーハ種々ノ手続ヲ履ミ多数ノ月日ヲ要ス従テ商業上ノ機会ヲ

１１１１「Ｉ

失シ当初甚ダ有望ノ会社ナリシモ愈々設立セラルルニ及ンデハ全ク無益一一帰スルコトアリ此弊害ヲ救済スルガ為

「１１１１

メニハ自由二設立ヲ許スコト必要ナリトス」（以上、理由書一○三’’○四頁）。
１１１１

例会社合併規定の新設
（Ｗ）

旧商法は、会社合併の規定を欠いていたが、 三一一年会社法は、すべての会社の合併を許容するという、当時の
外国立法申１の最新政策を導入した。

会社はすべて他の会社と合併しうるものとした。すなわち、七四条四号および七七条ないし八一一条は、合名会
社が他の会社と合併することを許している。一○五条は、合資会社が他の会社と合併することを許している。一一
一一一条一号、一一一一一一条および一一一一三条は株式会社が他の会社と合併することを許している。一一一一一六条および一一四
六条は、株式合資会社が他の会社と合併することを許している。

ただし、志田錦太郎は、会社の種類の異同を問わず合併を許すことは、立法論としては正当であるが、新法の
（咄）

解釈上は、新法が会社の種類の変更を許さないことを原則としていることに鑑み、同一種類の会社間でのみ合併
解釈上は、新法が会社聖
が許されると説いている。

⑤株式会社の機関ｌ株主総会中心主義

理由書には、「株式会社ノ株主総会ハ会社ノ機関中最高ノ位地ヲ占メ」る旨が明定されており（理由書一一一一九頁）、
新法が株主総会中心主義を採る旨が謡われている。旧商法は、取締役と監査役とをあわせて規定していたが、「此
一一者ハ其性質職務大二異ナル所アルノミナラズ株主総会ヲ以テ｜款ト為スニ対シテ其権衡ヲ矢スルガ故二」款が
（理由書一三九頁）。
分たれた（理由一
〈株主総会〉

株主総会で決議できる事項には、とくに制限が設けられていない。法定決議事項は、以下のとおりである。定
款ノ補足（一二一条、特別決議事項）、定款ノ変更（一一○八条、特別決議事項）、新株式ヲ発行スル場合二金銭以

￣
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外ノ財産ヲ目的トスル出資ヲ為ス者二対シテ与フル株式ノ員数ノ変更（一二五条、特別決議事項）、資本減少ノ方
法（一三○条、特別決議事項）、利益又ハ利息ノ配当（一五八条、普通決議事項）、計算ノ承認（一九一条および

一九二条、普通決議事項）、社債ノ募集（一九九条、特別決議事項）、取締役か株主総会ノ認許ヲ得ズシテ自己ノ

為メ会社ノ営業ノ部類一一属スル商行為ヲ為シタル場合二之ヲ以テ会社ノ為メーー為シタルモノト看倣スコト（一七
五条、普通決議事項）、取締役又ハ監査役一一対シテ訴訟ヲ提起スルコト（一七八条一項および一八七条一項、普通

決議事項）、取締役及ビ監査役ヲ選任シ又ハ之ヲ解任スルコト（’六四条、’六七条および一八九条、普通決議事
項）、検査役ヲ選任スルコト（’五八条、一八一一条および一二四条、普通決議事項）、訴訟代表者ヲ定ムルコト（一
八五条一項および一八七条一項、普通決議事項）、取締役及ビ監査役ノ受クベキ報酬ノ額ヲ定ムルコトニ七九条
および一八九条、普通決議事項）、取締役ガ自己又ハ第一一一者ノ為一一会社ノ営業ノ部類一一属スル商行為ヲ為スコトヲ
認許スルコト（一七五条一項、普通決議事項）、取締役か同種ノ営業ヲ目的トスル他ノ会社ノ無限責任社員卜為ル
コトヲ認許スルコト（一七五条一項、普通決議事項）、会社ノ解散（一三一条二号、特別決議事項）、会社ノ合併
（一一一一一条一号、七四条四号および一一一一一一条、特別決議事項）。

普通決議の要件には、定足数の定めがなく、単に出席株主の議決権の過半数で決することができたが（一六一
条一項）、定足数を定めることは「軽易ナル事件一一付テハ甚ダ不都合ナルヲ以テ……出席株主ノ数二関スル……
制限ヲ削除」したとされている（理由書一四四頁）。

特別決議は、総株主の半数以上で資本の半額以上に当たる株主が出席し、その議決権の過半数をもって決議す
るという、頭数制を加味した定足数を要求している（一一○九条一項）。会社の目的たる事業を変更する場合を除い

て、右の定足数の株主の出席が得られないとき、普通決議事項を二回くり返すことにより特別決議と同一の効力

を有する仮決議の方法が認められていた（二○九条一一、四項）。

一株一議決権主義を原則としつつ、二株以上を有する株主の議決権は定款をもって制限しうるとされた（’
（川）

（剛）

六一一条）。一株一議決権主義を徹底すると「過度一一大株主ノ権利ヲ拡張シ……多数ノ小株主ノ利益ハ大株主ノ為メ

犠牲一一供セーフルル弊害アリ」との見地から、「此極端ヨリ生ズル弊害ヲ匡正スルガ為〆」このような立法になった
と説かれている。

資本の一○分の一以上に当たる株主は、総会の目的およびその招集の理由を記載した書面を取締役に提出して
総会の招集を請求することができるものとされた（一六○条一項）。
〈取締役〉

取締役は必ず株主中から選任することを要した（’六四条）。要するに、取締役は、業務執行社員である。すな
わち「会社ノ業務一一付キ全ク利害ノ関係ヲ有セザル者ヲシテ業務執行者タラシムルトキハ万一ヲ僥倖シテ投機事
（皿）

業ヲ試ミ会社ヲシテ甚ダシキ危険ヲ冒サシメ逐一一破産ノ不幸一一陥ラシムルノ弊害アリ、之ヲ救済スルガ為メニハ

業務執行者ト為ル者ヲシテ多少会社ト利害ヲ共ニスル所ア｜フシメ自ラ謹マシムルノ外ナシ」としたわけである。
二六八条）。

なお、取締役は、その
なお、取締役は、その有すべき株式の数が定款に記載されており（一二○条五号）、その員数の株券を監査役に供
託しなければならない

会社の業務執行は定款に別段の定めのないときは、取締役の過半数をもって決定する（’六九条）。これは「其

他ノ会社及ビ民法ノ法人並一一組合等ノ例一一倣」ったものである（理由書一四八’一四九頁）。取締役は各自が会社
を代表することとした（一七○条一項）。旧商法一八五条二項は、取締役はその中から主として業務を取り扱うべ
き専務取締役を置くことができる旨を規定し、かつこれを置いても専務取締役は他の取締役と同一の責任を負う

￣＿＿＿
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キタル慣例ヲ重ンジ」て置いたにすぎない規定であったため、専務取締役に関する規定を削除したものである（理

に止まり特別の責任を負わない旨を規定していた。これは「従来国立銀行其ノ他ノ会社一一於テ頭取ナルモノヲ置

〈監査役〉

（同条二項）。

きないものとして蛸配当を禁じ（’九五条一項）、違法配当があれば、会社債権者に返還請求権が与えられていた

していた（一九四条）。そして、会社は損失を補填し、かつ右の法定準備金を控除した後でなければ利益配当がで

てるべきものとし、額面以上の価額で株式を発行したときは、額面超過額を右の限度内で積み立てるべきものと

法定準備金に関し、会社はその資本の四分の一に達するまで配当期毎にその利益の二○分の一以上を積み立

⑥株式会社の計算・開示

競業禁止および会社との取引の制限の規定は、監査役には存在しない。

る二八九条↓一六四条）。

已ムヲ得ザル所ナリトス」
已ムヲ得ザル所ナリトス」とされている（理由書一五九頁）。監査役もまた株主中から選任されることになってい

シムルモ亦不当ナリ。故一一此場合一一於テハ｜定ノ制限ノ下二監査役ヲシテ｜時取締役ノ職務ヲ行ハシムルコト亦

か為メ会社ノ業務執行ヲ停止スルコトヲ得ザルハ勿論定員一一満タザル取締役ヲシテ依然其職務ヲ行フコトヲ得セ

ることができた（同条同項但書）。すなわち、「取締役中一一欠員アルトキハ株主総会か其補欠員ヲ選任スルマデ之

欠員が生じたときは、取締役および監査役の協議によって監査役の中から一時取締役の職務を行うべき者を定め

監査役が取締役または支配人を兼ねることができない旨の規定が新設されたが（’八四条一項本文）、取締役に

取締役が株主総会に提出する書類につき、調査および報告することを要するものとされた（一八三条）。

取締役に対して事業の報告を求め、会社の業務および会社財産の状況を調査する権限が与えられた（一八一条）。

監査役は「会社ノ財産及ビ取締役ノ業務執行ヲ監査スルノ職務ヲ有スルモノナルヲ以一Ｚ（理由書一五七頁）、

■’１１１‐■■

締役および監査役に対する賠償責任を当然に解除する旨の規定も新設されている（’九三条）。

会において計算書類が承認されたときは、会社は、取締役または監査役に不正の行為があったときを除いて、取

するにすぎない。たとえば、増資の際における取締役の資本充実責任などがそれである（’二六条）。定時株主総

ており（取締役と会社の関係の法的性質に関しても規定がない）、会社に対する責任に関しては、個別の規定が存

資、一一三六条↓一○五条）。これに対して、株式会社の取締役に関しては、会社に対する義務の明確な規定を欠い

負うことが明確にされている（合名、五四条↓民法六七一条↓民法六四四条、合資、’○五条↓五四条、株式合

合名、合資、株式合資の各会社にあっては、その業務執行社員が会社に対して民法六四四条の善管注意義務を

四頁）として、責任を負わないものとされた（’七七条二項）。

かつ監査役にその旨を通知したときは「尚ホ第一一一者一一対シテ損害賠償ノ實一一任ゼシムベキ理由ナシ」（理由書一五

者に対して損害賠償の責任を負わなければならないが（’七七条一項）、その行為に対し総会において異議を述べ、

取締役が法令または定款に反する行為をなしたときは、たとえ株主総会の決議によった場合であっても、第一一一

役の承認を要する旨（’七六条）の規定が設定された。

取締役は、株主総会の認許がなければ競業をなすことができない旨（一七五条）、会社との取引については監査

会社役員組織には「社長ｌ専務取締役（｜名－１取締役」という垂直的階層が形成し始められていた．

〈皿）

由書一四九頁）。法律上は、取締役内部における機関分化は認められなかったが、実際上は、明治三○年代から、

4８

しかし、利
利益算出の基礎となる財産評価についての規定は、わずかに二六条二項が存在するのみであり、計算蛆
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書類の作成方法に関する規定も存在しない。

取締役は、定時総会の会日前に計算書類と監査役の報告書とを本店に備え置くべきものとし、株主および会社

債権者は、営業時間内何時でも右の書類の閲覧を求めうるものとされたが二九一条）、これらの書類は「何時ヨ
リ之ヲ備置クベキカヲ規定セズト錐モ本案ハ少クトモ定時総会ノ会日前一一之ヲ本店二傭へ置クベキモノト為ス」
（理由書一六六頁）というわけであるから、会日の直前にそうすれば足りた。

取締役は、株主総会で承認された貸借対照表を公告すべきものとされたが（’九一一条二項）、公告方法に関する
規定を欠いていた。

裁判所は、資本の一○分の一以上に当たる株主の請求により、会社の業務および会社財産の状況を調査させる
ため、検査役を選任することができるものとされた（一九八条一項）。これは、「少数株主ノ権利ヲ伸張スルノ利
益アリ」（理由書一七一頁）という観点から規定されたのに加えて、次のような理由がある。すなわち、旧商法一一

二七条は、主務省が何時でも職権をもって地方長官またはその官吏に命じて会社の業務および財産状況を調査さ
せることができる旨を規定していたが、これを廃止したことにともなう措置である。行政官庁に検査を許せば
「屡々之ヲ濫用シ会社事業一一無要ノ干渉ヲ為スノ弊害」があり、「公益上ヨリ会社ヲ監督スルガ為メニハ裁判所ノ
命二依リテ行う本条ノ手続ヲ以テ足しり」としたわけである（理由書一七一一一頁）。設立免許主義が廃止された以上、
これと同一の趣旨を持つ行政官庁の職権検査も廃止されたのである。
３、旧商法上の合資会社

商法施行法（明治一一一二年一一一月九日法律第四九号）は、旧商法上の合資会社について次のような規定を設けてい

た。すなわち、「商法施行前一一設立シタル合資会社一一ハ旧商法ノ規定ヲ適用ス」るものとし（三八条一項）、その
ような合資会社は、「其取引二関スル一切ノ書類一一商法施行前一一設立シタル会社タルコトヲ示スコトヲ要ス」るも
のとされた（三九条一項）。ただし、そのような合資会社は、総会において「新会社ノ組織二必要ナル事項ヲ決議」
すれば、「旧商法第百五十一条第一一項ノ規定二従上其組織ヲ変更シテ之ヲ商法一一定メタル合資会社、株式会社又ハ

株式合資会社ト為スコトヲ得」るものとされた（四○条）。さらに、旧法上の合資会社は、合併をなすことができ
るものとされ、合併後の存続会社または新設会社は、新法に定めた種類のいずれかであることを要するものとざ
れた（四二条一項）。

このように、旧法上の合資会社に対しては、組織変更や合併の規定を設けて、新法の規整を受けるための便宜
が図られたが、そのような手続をとらない限り、旧法上の合資会社は、旧法上の合資会社として存続を許される
ことになった。これは以下の理由による。

旧商法一一一一六条は、「社員ノ一人又ハ数八一一対シテ契約上別段ノ定ナキトキハ社員ノ責任ガ金銭又ハ有価物ヲ以
テスル出資ノミニ限ルモノヲ合資会社ト為ス」と定めていた。旧法上の合資会社は、有限責任社員をもって組織
するのが原則だったわけである。もっとも、同一四六条（明治二六年改正）は、「業務担当社員ハ其業務施行中二

生ジタル会社ノ義務一一付キ連帯無限ノ責任ヲ負う」と規定されていた。これに対しへ新法は、その一○四条にお
いて、「合資会社〈有限責任社員卜無限責任社員トヲ以テ之ヲ組織ス」と規定した。問題は、各々の「合資会社」
の組織上の差異をどう評価するかにあった。

志田鐸太郎によれば、商法施行法の採用した政策が以下のように評されている。「施行法ノ起草者ハ新商法二定
メタル合資会社卜旧商法二定メタル合資会社トハ全ク其組織ヲ異一一ス故二前者一一関スル新商法ノ規定ハ到底後者

￣
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二適用スルコトヲ得ザルモノト為シ其間ノ連絡ヲ断念シタルガ如シ」。あるいは、「施行法ノ起草者ハ旧商法二定

（邸）

メタル合資会社ヲ以テ有限責任会社一一類似スルモノト為シ、無限責任社員ノミヲ以テ組織シタル合名会社又ハ無

5２

１５５１５４１５３１５２１５１１５０１４９１４８１４７１４６１４５
－－￣＝～－－～－－､－－～＝￣､－－～-－、－〆－－－－－－

る
る。

志田・注（胡）前掲八九頁。
同前九八頁。

同前一一六一’’一六二頁参照。

志田鉾太郎・日本商法論巻之一一会社（明治三五年）’一五九頁参照。
同前五七五頁。
同前。

同前六○九頁。

「Ｉ１１１１口１口１口

拙稿「昭和一一一一年会社法改正の歴史的展開・第一部」神戸学院法学一一五巻一号（平成七年）三一一一頁参照。
志田・注（Ｗ）前掲九一一’九三頁。
同前九一一一頁。
同前九二頁。
１１ｌｌｌＩＩｌｌ

結語

（平成八年六月一八日稿）

備・欠陥を認識させることになり、そのことが、明治四四年（’九二年）の会社法改正へと繋がったわけであ

りを与えられた。しかし、このような社会経済情勢の激震が、同時に初の国産会社法であった明治三一一年法の不

このように、明治一一三年会社法は、短期間に激しく移り変わる社会経済情勢の中にあって企業を規整する役割

｡

発している。そして、日露戦争の勝利を契機に企業勃興熱の高揚、その反動としての戦後恐慌の発生をみるに至

安なども生じていた。対外的にも、日露の緊張が高まり、明治三七年（’九○四年）一一月一○日に日露戦争が勃

八九九年）’二月には株式相場の大暴落をみており、明治一一一四年（’九○｜年）｜月には、各地で銀行の信用不

この会社法の施行時期は、わが国の経済が日清戦争後の恐慌のただ中にあった時期に重なる。明治三一一年（一

内容が相当に整備されたものであったという指摘は、つとになされているところである。

明治一一一一一年会社法が、主として独法を範とするものであり、株主総会中心主義を採りつつ、当時としてはその

グーへ－－、グー、グーへ〆￣へ〆￣へ〆￣、グーへ〆￣へ〆￣へ〆－，

五年改正に至るまで、存続を認められることとなった。

共二必要ナル新商法ノ規定ノ適用ヲ除斥シタリ」と述べている。しかし、旧法上の合資会社は、そのまま昭和二

（噸）

スレバ施行法ハ新商法ノ施行前二設立シタル合資会社一一対シテ必要ノ程度ヲ超エテ旧商法ノ規定ヲ適用シタルト

志田鉾太郎は、旧法上の合資会社に新法の規整を及ぼすことは必ずしも不可能ではなく、「我輩ノ見ル所ヲ以テ

ｋ‐認メタルガ如シ」。

（耐）

限責任社員ト有限責任社員トヲ以テ組織シタル合資会社二関スル規定ヲ之二適用スルハ其当ヲ得タルモノニ非ズ

(456）
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○資料１丸屋商社社則

脱稿後、丸屋商社の現存するもっとも古い社則を入手し

ルハ妨ナシ又此ノ比ノ例二充タズト錐任商業ノ景況二従テ
元金ノ多キヲ好マザル片ハ新入社ヲ辞スルハ働社中ノ随意

第二則定約利益配分利益ノ事

タルベシ

会社ニテーイ年間二得ル所ノ利益ヲ以テ第一二総元金高一

以テ働社中総人部二配当シ之ヲ働社中定約利益卜名ク其余

の一部をなすものであって、「明治六癸酉年十月」のもので

えたので、資料として掲げる。次の社則は、「丸屋商社之記」

なお、この後、同社は「責任有限丸善商社」へと発展す
ヲ配分利益ト名ケ之ヲ年々両社中一一配分スル丁第五則ノ如

割五分二当ルノ利ヲ元金定約利益卜名ク第二二同ジ金高ヲ

る。明治一一一一年一一月二五日から実施された同社の定款はさ
ニシテ元金倍高トナシ出金主二返スベシ

シ○右ノ元金定約利益ハ年々之ヲ元金高一一加へテ全五小年

ある。

らに整備されたものとなっており、株主総会に関する詳細

トナス其例左ノ如シ

右ノ如ク五卜年ヲ一期ト定〆第一期五小年間祀酢未二頂ル
モノハ第一一期五小年間賊誠子一一返シ一期毎二旧ヲ改メテ新

な規定も存在している。
第一則

入社元金ハ百円ヲ｜ロト定メ｜口或ハ数ロヲ｜人ニテ出ス

ゴ随意ナリ○元金社中出ス所ノ元金総高ハ働社中出ス所ノ

元金ノ比較一一差等アルナリ

年々諸種積金ノ高ヲ増シ危害ヲ減ズルガ故二年ヲ追一ァ両社

万五千一一十四万

蝋釧中五千一万一一万三万四万五万六万
杭雌鮒五千一万五千四万七万五千十一一万十七

ヅ、ヲ得ルナリ其百円ヲ取り残り百円ヲ次第二翌年ノ入社

五小年間百円ヅ、出セル元金社中ハ五小年目ヨリニ百円

ノ元金年々平均ヲ得テー時二大ナル増減ヲ生ズル丁ナシ

右ノ如ク年々旧一小年分ヲ返シ新一小年分ヲ預ル片ハ会社

元金社中五小年一一至リテ請取丁ヲ好マザル人ハ旧証券ヲ返

巳午未申酉ノ三月朔日入社スル人エ
戌亥子丑寅ノ三月倍高トナシ返ス

元金社中ノ出金ハ右ノ割合ヲ超ユベカラズト錐に之ヲ減ズ

（中途ニシテ随意二脱社スルヲ許サズ但シ元金比較ノ高一一

元金総高一一比較シテ定限ヲ定ムルイ左ノ如シ

金トナス片ハ永久年々百円ヅ、ヲ得ベシ○年百円ヅ、出セ

差支ナク働社中ノ衆議一一テモ許ス所ナラパ元金社中ノ例二

シ倍高ノ新証券ヲ得テ新一一入社スル丁随意タリ

ル元金社中五卜年ニシテ定約利益ヲ合セタル高左ノ如シ
異ナル丁ナシ

元金社中若シ入社初年ヨリ年々百円ヅ、ヲ得ン卜欲セバ初

五十銭

利益少ナキモ定約利益ヲ頒ツー一足ル片ハ両社利益ヲ頒シ丁

社ノ災害過失等ニテ損耗アル片ハ其責メ働社中ニアリ故一一

衰危害ノ増減ハ働社中ノ勤勉卜怠慢一一関スルモノナレバ会

会社ノ安全長久ヲ保ツハ全社協合ノカニ由ト錐任商業ノ盛

第五則

メニ六百七十一一円五十銭ヲ出ス片ハ其年ヨリ年々二百円ヲ

甲乙ナシト錐に利益尚少ナキ片ハ働社中ノ配分利益ヲ減ズ

一一百円細可解百七十三円七十五銭細酊醇百五十壱円五十銭壹榊
頤百一一一十一一円一一十五銭誰畔ノ百十五円酷鵬ノ〆七百七十一一円

片ハ永久年々百円宛ヲ得ル丁年々百円宛五十年間出セル人

ベシ尚利益少ナキ片ハ細流社一一積置ク所ノ備金ヲ以テ之ヲ

得ベシ其百円ヲ取り残り百円ヲ次第二翌年ノ入社金トナス
一一同ジ

利益ヲ得ダル人ハ之ヲ合シテ年一割ノ利一一充ツルノミ又利

元金高平均年一割ノ利ヲ添へ取り去ルベシ巳一一年々ノ配分

テ脱社スルハ随意ナレに得ル所ノ利益ヲ減ズルイ左ノ如シ

元金ハ五小年ニシテ倍高トナシ返ス丁ト定ムレパ中途ニシ

うモノナレバ利益多クシテ両社中ノ定約利益ヲ頒カチテ尚

右ノ如ク働社中ハ自己ノ出金ヲ以テ元金社中ノ出金ヲ請合

益ヲ得ベカラズ

働社中ノ元金ヲ減ズルノ場一一至リテハ元金社中モ其年ノ利

テ之ヲ債上元金社中ノ元金ニハ損耗ヲ乃ポスベカラズ但シ

流社積金ヲ出シ霊シテモ尚足ラザル片ハ働社中ノ出金ヲ以

償上元金社中ノ定約利益ヲ減ズ可ラズ万一損緯多ニシテ細

二加エタル利ヲ得ベカラズ○其證券ヲ他人一一讓ルハ随意タ

第三則元金社中中途脱社ノ事

ルベシ若シ然ル片〈讓リ受ダル人ノ姓名居所ヲ認メ証券書

余ル所ノ配分利益ハ之ヲ三分シテ其一分ヲ元金社中二配分
テ両社中利益分配ノ差等アル丁左ノ如シ

シ二分ヲ働社中総人部一一配分スベシ○年々利益ノ増減二従

キ巷へ手数料一口二付キ五十銭ヲ添へテ本局一一投ズベシ
第四則

働社中出ス所ノ元金ハ元金社中ノ出金二比較スルモノナレ

5４
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元金利益
定約利益
ナシ

配分利益

百分ノ三ヲ取リテ其内ニテ運送ノ費用ヲ払上其余ヲ積貯へ

海陸難事備金東京へ送品〈百分ノ｜半西京大坂送り品ハ
海陸ノ難事一一備フ

両社中定約利益ヲ年一割五分ト定ムルモノハ現今会社ノ借

無名備金不用道具買払代金並一一人頭税働社中奉公人ヨリ

ヲ完払上元利差引テ利益アレバ亦此積金一一加フベシ

取除ヶ之ヲ積貯へ貸金ノ危害一一備フ又預リ質物ノ流し荷物

貸金損耗備金本局勘定場ニテ貸金ノ利足十分ノーヲ月々

金貸金ノ利足ヲ平均シ之ヲ当時世間普通ノ利足一一比較シテ
出シタル過代金等ヲ積貯へ諸種備金ノ不足ヲ補フベシ

一万円千五百円航践帆中杼垂百円ナン
一万円一一千円航雌帆中軒莇頤円汁》
一万円一一一千円航鹸帆中拝琿雨叩廿｝
｜万円四千円翫鹸帆中卉琿壺叩一匡顛に壮仁甑絲

定ムルモノナレバ後来世上一般一一利足ノ降下スル丁アラパ

以上五種積金ハ他人へ請合料オン苞Ｉヲ払上拾タルト同理
第七則社中所有物ノ事

ナレパ他ノ費用一一充ツベカラズ

其時勢一一階テ減ズル丁アルベシ若シ然ル７アル片ハ前以テ

社中二報告スベシ其時脱杜ヲ欲スル人ハ中途錐に期一一充チ
テ脱社スルノ例一一同ジ

積金其外雑用ニテ買ダル道具類等〈全社利益ノ残余ニシテ
斉シク全社中ノ所有物ナレに両社中任若シ脱社スル人ハ其

第六則一積金ノ事

全社保続金各店ヨリ月々積金ヲ出シ之ヲ細流社二預ケ置
所分ヲ有スル得ズ
第八則

キ商業上損毛ノ備金トス
同唐物店

全社内外ノ事務ヲ総括シ各店役割ノ当否ヲ察シ全社従前ノ

横浜書店同薬店同調合局
大坂店西京店各月々六円合六十円
成績後来ノ安危一一注意シ諸事ヲ指令シ奉公人ヲ進退シ評議

社長計抑似迂裡剛幻仏走榊奉仕肺櫛麹吐雌鮴仁一卿が

家作積金地所家作ヨリ取立ダル店賃地代等ニテ諸雑費ヲ

入札ノ問題ヲ出ス等専執権アル可シ但シ専任ノ役ヲ置ダル

同仕立局

仕払ヒタル残リノ半バヲ勘定場ノ利益一一加へ其半バヲ家作

各科二就テノ丁ハ臨時止ムヲ得ザルノ牌一一非レバ独裁スベ

東京書店同薬店同唐物店

積金トナシテ火災其外朽廃シテ建替へヲ要スル時ノ備トス

ｌｌｌＩＩ

勘定場ニテハ月々各店ヨリ送ル処ノ元金利足ヲ請取リ月々

「ｌｌＩｌｌｌ

カラズ即チ商買上ノ丁ハ各店支配人金銀貸借ノ丁ハ金銀方

其総高ノ内ヨリ入社金高ノ利足二当ル高ヲ現益口一一記シ其

１１‐■ｌ「

全社中一一関係スル７ハ取扱人一一議シテ事ヲ決スベシ

余ヲ金利ロー記スベシ又売塲ニテ損毛アル月ハ其損分ヲ現
総人部一一比較シテ法ノ如ク分配スベシ

益ロョリ出シ勘定期一一至リテ現益総高ヲ元金総高ト働社中

取扱人朴扣池止但軸辨叺一睡渉に分岬池枇麺
補佐スベシ又社外或ハ政府一一関スルイヲ取扱う役目ナリ

社中ノ便宜ヲ議リ諸評議ノ７ヲ掌リ総テ社長受持ノ事務ヲ

本局ノ帳面ヲ総括シ諸店帳合ノ精粗ヲ検シ全社成績表ヲ造

二拘ワラズ前件諸則中不便利ト思フイアラバ会局二云送リ

元金社中ハ其出金ノ多少一一拘ワラズ働社中ハ其持役ノ軽重

第十一則

ル等専ラ其任トス

テ論駁スルノ権アルベシ又以上定ムル所卜錐任実際不都合

書記方五口以上入社ノ人タルベシ

金銀方五口以上入社ノ人二非レバ金銀方タルヲ得ズ

ノ廉アラバ臨時改正スル丁モアルベシ

在リテ勤ムルモノハ〔勤〕印ヲ押シ社用一一テ他行スルモノ

働社中並雇人任二毎夕勤怠録一一其日ノ勤怠ヲ認ムベシ家ニ

第十二則

金銀借貸為替及諸会計ヲ総括シ諸入費ノ並給ヲ掌トル

其預リ店ヲ支配シ商業ヲ取扱う一天専執ノ権アレ陸金銀借

ハ〔外〕印ヲ押シ軽疾ニテ社局ニアルモノハ〔病〕印ヲ押

各店支配人二口以上入社ノ人二非レバ支配人タルヲ得ズ

ハ独裁ヲ得ズ

貸商買柄変化住地家作売買転宅人員ノ増減膜噛雌馴堀淋ヰノ等
諸店売場ニテハ商業ノ元金ヲ預リ商売ヲ営ミ月々元金ノ利

社長並二取扱人〈社局二来ラザルモ私宅一一アリテ社用ヲ為

省キ其印数ヲ算ヱテ年中勤メタル総日数トナス

シ私用ニテ他出スルモノト私宅ニテ病ヲ菱フモノトハ印ヲ

足家作代金ノ利足並二月々ノ利益ヲ勘定場一一送り若シ損毛

ス片ハ勤ダル日数ニ加フベシ

第九則

アル月ハ其損分ヲ勘定場ヨリ請取ルベシ故一一売場ニテハ始

働社中外出入用ハ其仕払ヲ記シテ勘定塲二出シ社中費用一一
属スルモノハ之ヲ償上其私費二属スベキモノハ之ヲ償フヲ

－－－

終身代一一増減ナシトス
第十則

5６
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得ズ東京性復ノ汽車ハ下等ヲ例トス只貴客ヲ送迎スル丁ア
ル片ハ此例一一非ズ
社中用ユル帳合ノ仕方〈社中記帳法二記スルヲ以テ弦一一略
ス

※「丸姜ロ百年史」資料編（昭和五六年）を底本とする。

○資料２明治一一一一一年商法（旧商法）および明治二六年改
正法対照表（抄）

旧商法第一編第六章（会社法）がどのような形で施行さ
れたのかを探るために、明治二六年改正法との対照表を作
成した。

扉ユハニ旱茜阯室矛会枡時反上共営昇一壁宋六章幸司事△云汁」巧く上仕へ盲

。Ｌ・

‘。。△「

．△△雪”院可訓

栄一笥事へ

面ｘハ｜羊ホユハーＴＬ」蕊

所ハ検事君列Ⅱ雪『禦司Ⅶ申

スル会社ハ初ヨリ無効クリ
若シ会社ノ営業力公安又ハ
風俗ヲ害ス可キトキハ裁判

所ハ検事申立ニ因り又ハ職
権ニ依り其命令ヲ以テ之ヲ

スル会社ハ初ヨリ無効タリ
若シ会社ノ営業力公安又ハ
風俗ヲ害ス可キトキハ裁判

立一一因り又ハ職権ニ依り其

為スコトヲ得

解散セシムルコトヲ得
但其命令一一対シ即時抗告ヲ

命令ヲ以テ之ヲ解散セシム
ルコトヲ得

ス

第六十九条会社ノ設立ハ適
（同上）

刻シ其印鑑ヲ商業登記簿二
十八条二褐ケタル裁判所一一

添ヘテ保存スル為メ之ヲ第

刻シ其印鑑ヲ商品登記簿一一

又ハ其一人若クハ数人ノ氏

卜為ス

止マラサルモノヲ合名会社

附ス可シ

ヲ用イ之一一会社ナル文字ヲ

又ハ其一人若クハ数人ノ氏

旧咀△『

添ヘテ保存スル為メ之ヲ第

ヲ用イ之二会社ナル文字ヲ

会社若シ現存セル他人ノ営

■▲。

ルー一非サレハ第三者二対シ

当ナル登記及上公告ヲ受ク

テ会社ダル効ナシ

社印ヲ製シ定マリダル営業
所ヲ設クルコトヲ要ス

第七十条会社ハ商ヨヲ設ケ 第七十条会社ハ拙割ヲ設ケ

社印ヲ製シ定マリダル営業

所ヲ設クルコトヲ要ス

第七十一条社印一六両ヨヲ 第七十一条社印一天梱包ヲ

十八条二褐ケタル裁判所一一
差出スコトヲ要ス社印ヲ変
附ス可シ

壺手些末『プコゴザ妃Ｉｒ－詫

差出スコトヲ要ス社印ヲ変
更シ又ハ改刻スルトキモ亦

会社若シ現存セル他人ノ営

ルモノヲ合名会社卜為ス

更シ又ハ改刻スルトキモ亦
此手続ヲ為ス

官庁二宛テタル文書又ハ報
告書、株券、手形及上会社

官庁二宛テタル文書又ハ報

第七十二条闘弓及上社印ハ 第七十二条汕割及上社印ハ

業ヲ引受クルトキハ其旧商
弓ヲ続用スルコトヲ得ス

業ヲ引受クルトキハ其旧汕
割ヲ続用スルコトヲ得ス

用スルコトヲ得但退社員ノ

ル後卜錐モ従前ノ商ヨヲ続

ルトキハ本人ノ承諾ヲ受ク

氏ヲ祖割中二続用セントス

用スルコトヲ得但退社員ノ

ル後卜錐モ従前ノ梱包ヲ続

第七十六条社員ノ退社シタ 第七十六条社員ノ退社シタ

第七十三条会社ハ特立ノ財 第七十三条会社ハ特立ノ財

ルトキハ本人ノ承諾ヲ受ク

氏ヲ商号中二続用セントス

一一於テ権利ヲ得義務ヲ負う

産ヲ所有シ又独立シテ権利

一一於テ権利ヲ得義務ヲ負う

ヲ得義務ヲ負う又訴訟二付

可キ｜切ノ書類二之ヲ用１

産ヲ所有シ又独立シテ権利

キ原告又ハ被告ト為ルコト

ルコトヲ要ス

ヲ得義務ヲ負う顔。剣割引

ス

之二連署洲割ヨコヨ週引所掃

コトヲ得其契約書ハ総社員

一一因リテノミ之ヲ設立スル

一一於テモ亦之ヲ遵守ス

右ノ規定ハ会社契約ノ変更

之二連署ス

コトヲ得其契約書ハ総社員

一一因リテノミ之ヲ設立スル

出資卜為シテ共有資本ヲ組

金銭又ハ有価物又ハ労カヲ

一一於テ其登記ヲ受ク可シ

四日内二本店及上支店ノ地

第七十八条会社ハ設立後十

（同上）

右ノ規定ハ会社契約ノ変更

第七十七条会社ハ書面契約 第七十七条会社ハ書面契約

ルコトヲ要ス

以テ債権ヲ得 債権ヲ負上動
ヲ得

一一付キ原告又ハ被告卜為ル
第一節合名会社

コトヲ得

第一款会社ノ設立

営ム為メ金銭又ハ有価物又

成シ責任其出資二止マラサ

一一於テモ亦之ヲ遵守ス

ハ労カヲ出資卜為シテ共有

第七十四条二人以上目Ｎ川 第七十四条二人以上共通ノ
村共通ノ計算ヲ以テ商業ヲ
計算ヲ以テ商業ヲ営ム為メ

第一款会社ノ設立

第一節合名会社

園１荊剥劃笥引劉翻刻又訴訟

可キ｜切ノ書類二之ヲ用１

告書、株券、手形及上会社

第七十五条両ヨニハ総社員 第七十五条拙割ニハ総社員

此手続ヲ為ス

苧宋ユハーＴＩにえ

商事会社総則 商業組合

（同上）

但其命令一一対シ即時抗告ヲ
為スコトヲ得

第六十八条法律、命令一一依
り官庁ノ許可ヲ受ク可キ営

設立スルコトヲ得ス

業ヲ為サントスル会社ハ其
許可ヲ得ルー一非サレハ之ヲ
株式会社二関シテハ第三節

ノ規定ヲ遵守スルコトヲ要

第禁セラレタル事業ヲ目的卜 第六十七条法律一背キ又ハ二 六十条商事会社ハ共同（上） 第六章商事会社及上共算 明治二六年改正法
資本ヲ組成シ責任其出資一一

■■.

之ヲ設立スルコト得 シテ商業ヲ営ム為メーノミ 明治二三年法

商事会社総則 商業組合
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『

第七十九条登記及上公告ス 第七十九条登記及上公告ス
第一合名会社ナルコト

可キ事項左ノ如シ

第一合名会社ナルコト

第二会社ノ目的

可キ事項左ノ如シ
第二会社ノ目的

トキハ其登記及上公告ハ無

ヨリ『河月内二闘謂セサル
告ハ無効クリ

セサルトキハ其登記及上公

ヨリ対刈則内二事望。笥尹

第五設立ノ年月日

第四各社員ノ氏名住所

第六存立時期ヲ定メタ

第五設立ノ年月日

第四各社員ノ氏名住所

ヲ変更スルコトヲ得ス其承

員ノ承諾アルーー非サレハ之

規定ニ従う

モノハ社員又ハ第三者二対
シテ其効用ヲ致サシムルコ

（同上）

（同上）

更

第二款会社契約ノ変

効クリ

第二款会社契約ノ変
更

第六存立時期ヲ定メタ
ルトキハ其時期
一一シテ会社ノ施行セサリシ

第八十四条会社契約ノ規定

第八十三条会社契約ハ総社

ルトキハ其時期

第七業務担当社員ヲ特

業所

第三会社ノ拙割及上営

第七業務担当社員ヲ特
一一定メタルトキハ其

業所

第三会社ノ闘弓及上営

一一定メタルトキハ其

氏名

諾ナキトキハ契約ノ従前ノ

氏名
トヲ得ス
義務

第三款社員間ノ権利

（同上）

第三款社員間ノ権利

個又ハ数個ノ事項二変更ヲ

第八十条前条二褐ケタル一

生シ又ハ合意ヲ以テ変更ヲ

セサルモ之二異ナル義務及

第八十六条会社ノ目的二反

ル出資ヲ差入ルルコト能ハ

モノ卜看倣ス但総社員ノ承

サルトキハ除名セラレタル

（同上）

（同上）

（同上）

（同上）

トヲ択ミ尚ホ執レノ場合一一

会社ハ之ヲ除名スルト頌百
矧川日刈利息ヲ払ハシムル

ル出資ヲ差入レサルトキハ

シムルトヲ択ミ尚ホ執レノ

会社ハ之ヲ除名スルトョ祖
契細引泪刈列川利息ヲ払ハ

ル出資ヲ差入レサルトキハ

第九十五条社員其負担シタ 第九十五条社員其負担シタ

ルトキハ此限二在ラス

諾ヲ得テ他ノ出資ヲ差入ル

（同上）

義務

務ハ本法及上会社契約二因

第八十五条社員間ノ権利義

為シタルトキハ七日内二其
登記ヲ受ク可シ

之一一達フトキハ裁判所ノ命

リテ定マルモノトス

令ヲ以テ其事翼ヲ差止ム但

第八十一条会社ハ登記前一一 第八十一条会社ハ登記前一一
闘翼刈川コトヲ得ス之二達
事翼ゴ嵩尹刻川コトヲ得ス
フトキハ裁判所ノ命令ヲ以

其命令二対シテ即時抗告ヲ

上事項二付テハ業務担当ノ

一一対シテ即時抗告ヲ為スコ
任アル総社員ノ承諾ヲ要ス

テ其営謁ヲ差止ム但其命令
為スコトヲ得

第八十七条会社契約ノ規定

トヲ得

シメタルトキハ之ヲ賠償ス

第八十二条会社其登記ノ日 第八十二条会社其登記ノ日

ノ施行二関スル事項ハ業務
ルコトヲ要ス
（同上）

（同上）

（同上）

（同上）

第九十三条社員ノ差入レタ
ル金銭又ハ有価物ノ出資ハ
契約二定メタル評価額ヲ附
シテ会社ノ財産目録二記入
シ会社ノ所有二帰ス
第九十四条社員其負担シタ

担当ノ任アル社員ノ多数ヲ

以テ之ヲ決ス
上及上其利益ヲ保衛スルーー

第八十八条会社ノ業務ヲ行

付テハ各社員同等ノ権利ヲ
有シ義務ヲ負う但会社契約
一一別段ノ定アルトキハ此限
一一在ラス

其出資ノ額二応シテ等差ヲ

第八十九条社員ノ議決権ハ

立ツルコトヲ得ス

第九十条業務担当ノ任ナキ
況ヲ監視シ会社ノ帳簿及上

社員ハ何時一一テモ業務ノ実
書類ヲ検査シ且此事二関シ
意見ヲ述フルコトヲ得

ムルコトヲ得

場合一一於テモ損害賠償ヲ求

第九十一条業務担当ノ任ア

於テモ損害賠償ヲ求ムルコ

（同上）

（同上）

ル各社員ハ代務ノ委任又ハ

第九十六条社員ハ契約上ノ

トヲ得
（同上）

解任ヲ為ス権利アリ

一一因リテ減シタル出資ヲ補

額外二出資ヲ増シ又ハ損失

第九十二条各社員ハ会社一一
対シ正整ナル商人ノ自己ノ

第九十七条社員ハ総社員ノ

充スル義務ナシ

事務二於テ為スト同シキ勉

励注意ヲ為ス責務アリ其責
務二背キ会社二損害ヲ生セ

－－
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承諾ヲ得ルー一非サレハ其出
資又ハ会社財産中ノ持分ヲ

減スルコトヲ得ス
第九十八条社員ハ総社員ノ
第九十八条社員ハ総社員ノ
承諾ヲ得ルー非サレハ第三
承諾ヲ得ルー一非サレハ第一一一
者ヲ入社セシメ又ハ第三者
ヲシテ己レノ地位二代ハラ

者ヲ入社セシメ又ハ第三者

ヲシテ己レノ地位二代ハラ

（同上）

（同上）

（二項削除）

シムルコトヲ得ス

］貝ノ酎旧崔沈川到刈ＮＪ四判蝿

シムルコトヲ得ス

契約二於テ反対引珂詞匂別
ハルコトヲ得旧羅洲国劇Ⅶ潮
諾ヲ得刑判『扣和司りⅡ型詞凋引

抵当刻川闇利打刻
第九十九条社員ヨリ他人一一

、ン

為シタル持分ノ譲渡ハ会社
及上第三者二対シテ其效ナ
第百条社員其持分二他人ヲ
加入セシムルトキハ其関係
ハ共算商業組合ノ規定二依
リテ之ヲ定ム

トヲ得又社員力業務施行ノ

司矧〃。Ⅶ利息ヲ求ムルコ
為メ直接二受ケタル損失一一
付テハ其補償ヲ求ムルコト
ヲ得

第百二条会社契約二於テ明
示ノ合意ナキトキハ社員ハ
業務施行ノ勤労二付キ其報
トモ労カヲ出資卜為シタル

酬ヲ求ムルコトヲ得ス然し

祖契絢ゴ泪刈列川利息ヲ求
ムルコトヲ得又社員力業務
施行ノ為メ直接二受ケタル
ルコトヲ得

損失二付テハ其補償ヲ求ム
（同上）

供シタルトキハ会社二対シ

社員其負担シタル出資外一一
為シタル労カニ付テハ相当
ノ報酬ヲ求ムルコトヲ得
第百三条社員力会社ノ為メ 第百三条社員力会社ノ為メ
一一受取りダル金銭ヲ相当ノ
ニ受取りダル金銭ヲ相当ノ
時日内一一会社二引渡サス又
時日内一一会社二引渡サス又
ハ会社ノ金銭ヲ自己ノ用一一
ハ会社ノ金銭ヲ自己ノ用一一
供シタルトキハ会社二対シ
テ瑁司研刈廿刈利息ヲ払上
ヲ払上且如何ナル損害ヲモ
賠償スル義務アリ
（同上）

テョ祖契絢コヨ刈列川利息

且如何ナル損害ヲモ賠償ス
ル義務アリ
諾ヲ得ルー一非サレハ自己ノ

第百四条社員ハ総社員ノ承

テ会社ノ為メニ為シタル総

一一テモ会社ノ商部類二属ス

計算ニテモ又第三者ノ計算

テノ行為及上取引ハ各社員

第百一条社員力会社二消費 第百一条社員力会社二消費
貸ヲ為シ又ハ会社ノ為メーー
貸ヲ為シ又ハ会社ノ為メーー
立替金ヲ為シタルトキハ単
立替金ヲ為シタルトキハ劃

ル取引ヲ為シ又ハ之二与力
互二之ヲ承認スル義務アリ

ルコトヲ得ス之一一背キタル

ル社員ノ権利

第四款第三者二対ス

トキハ会社ハ其択二従上其

ル社員ノ権利

義務

第四款第三者二対ス
義務

ノ為メーー為シ又ハ事実会社

第百八条会社ハ業務担当ノ
任アル社員ノ明示シテ会社

（同上）

（同上）

（同上）

（同上）

社員ヲ除名シ又ハ其取引ヲ

（同上）

会社二引受ケ尚ホ其執レノ
場合一一於テモ損害賠償ヲ求
ムルコトヲ得

第百五条各社員ノ会社ノ損
益ヲ共分スル割合ハ契約一一

ノ為メニ為シタル総テノ行
為二因リテ直接二権利ヲ得

於テ他ノ準率ヲ定メサルト

キハ其出資価額二準ス

ナシ

第百十条第三者二対スル会
社ノ義務ハ第三者ヨリ業務
担当ノ任アル各社員一一対シ
テ其履行ヲ求ムルコトヲ得
第百十一条業務担当ノ任ア
ル社員ノ代理権二加ヘタル
制限ハ第三者二対シテ其効

コトヲ得

第百九条会社ノ権利ハ業務
担当ノ任アル社員裁判上卜
裁判外トヲ問ハス之ヲ主張
シ又ハ有効二之ヲ処分スル

義務ヲ負う

（同上）

（同上）

出資二為シタル労カノ価額

ハ各般ノ事情ヲ斜酌シテ之

ヲ契約二於テ定メサルトキ
ヲ定ム

第百六条社員力業務担当ノ
ヲ為シ又ハ会社二対シテ詐

任ナクシテ業務担当ノ所為

シテ主要ノ責務ヲ甚シク欠

欺ヲ行上又ハ其他会社二対
キタルトキハ会社ハ之ヲ除
トヲ得

名シ且損害賠償ヲ求ムルコ

第百七条社員力会社契約一一
依り又ハ本法ノ規定ニ依り

￣_

(466）６２
(467）
6３

神戸学院法学第26巻第２号
明治三二年会社法制定の歴史的展開

テハ先シ会社財産之ヲ負担

テハ先シ会社財産之ヲ負担
シ次二各社員其全財産ヲ以
テ週葡一一テ之ヲ負担ス

第百十二条会社ノ義務二付 第百十二条会社ノ義務二付
シ次二各社員其全財産ヲ以

テ祠矧ニテ之ヲ負担ス

田。又ハ会社ノ業務ノ施行
一一与力リ又ハ事実社員タル

承認シ君外州劃引詞刻川。

淘矧二其氏ヲ表スルコトヲ

社員卜同シク連帯無限ノ責

ルノ権利義務ヲ有スル者ハ

行二与力リ又ハ事実社員タ

承認シ又ハ会社ノ業務ノ施

樹矧二其氏ヲ表スルコトヲ

第百十三条社員一一非スシテ 第百十三条社員一一非スシテ

ノ権利義務ヲ有スル者ハ社
任ヲ負う
（同上）

員卜同シク連帯無限ノ責任
ヲ負う

付キ第三者ノ為メ権利ノ設
定セラレタルトキハ此限一一

在ラス

第百十七条社員ノ債権者ハ
社員自ラ要求シ得ヘキ利息
シテ要求スルコトヲ得

又ハ配当金ノミヲ会社二対

然レトモ社員ノ持分ハ社員
一一非サレハ之ヲ要求スルコ

ノ退社又ハ会社解散ノ場合
トヲ得ス

第百十八条会社二対スル債
務卜社員二対スル債権卜又
対スル債務トノ相殺ハ会社

会社二対スル債権ト社員一一

第百十四条商業使用人又ハ
ー分ヲ一定又ハ不定ノ利益

代務人ハ其給料ノ全部又ハ

為スコトヲ得ス

財産ノ分割前一一在テハ之ヲ

ニカ年内ニ在テハ其減少二

レタルトキハ減少ノ時ヨリ

ヲ減損セラレ又ハ支障セラ

其会社財産ヨリ得ヘキ弁償

シタル為メ会社ノ債権者力

第百十九条社員ノ持分ヲ減

配当二因リテ受クルモノト

（同上）

難モ前条ノ者卜同視セス

第百十五条新二入社スル社
員ハ契約上他ノ定ナキトキ

｜ハ其入社前二生シタル会社
一ノ義務二付テモ責任ヲ負う
（同上）

得

対シテ異議ヲ述フルコトヲ

’第州枡吠概員桧鮒鮒溌鮓繩胸
ノ為メ之ヲ請求スルコトヲ

（同上）

（同上）

（同上）

6４

ヲ附シタル登記ヲ受ク可シ

（同上）

（同上）

（同上）

（同上）

■‐‐１口

得ス但差入前一一於テ其物一一
１１１１‐■ｌＩＩＩＩＩ

第五款社員ノ退社

第五款社員ノ退社

第百二十三条会社ハ退社員

（同上）

第百二十条社員ハ会社契約
力有期ナルトキハ総社員ノ

ヲ以テ其持分ヲ退社員又ハ

照表ニ依り退社ノ時ノ割合

ノ為メ特二作リタル貸借対

ルトキハ其承諾ヲ要セスシ

承諾ヲ要シ無期又ハ終身ナ

渡スコトヲ要ス

其相続人若クハ承継人二払

了セサルモノハ其結了ノ後

退社前ノ取引ニシテ未夕結

テ任意二退社スルコトヲ得

限ル但急速二退社ス可キ重

三者ヲシテ己レノ地位二代

第九十八条ノ場合二於テ第

産ヲ以テ其責任ヲ負う

スル報償ヲ為ス義務ナシ
第百二十五条退社員ハ退社
前一一係ル会社ノ義務二付テ
ハ退社後二カ年間佃ホ全財

特約アルニ非サレハ之二対

共一一終止スル出資二付テハ

労カノ出資又ハ其他退社卜

ス

ハス金銭ノミニテ之ヲ払渡

ハ其出資ノ何種類タルヲ問

ノ価直ハ特約アルニ非サレ

第百二十四条退社員ノ持分

之ヲ計算スルコトヲ得

為シタル上事業年度ノ末一一
要ノ事由アルトキハ此限一一
在ラス

第百二十一条右ノ外社員ハ
第一除名

左ノ諸件二因リテ退社ス

第二死亡低□祖司川地
団引岡川川可判棡綴
刈刃州馴綱Ｎ升引潮
。旧川
第三破産
ナルトキニ限ル

第四能カノ喪失但特約

第百二十二条社員退社スル
毎一一会社ハ七日内二其理由

－－

其退社ハ六カ月前一一予告ヲ

驚溌
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ツルトキハ裁判所ノ命令ヲ

ヨリ相当ノ理由ヲ以テ申立

為スコトヲ得

以テ之ヲ除名スルコトヲ得
前二項二褐ケタル裁判所ノ
命令二対シテハ即時公告ヲ

ハラシメタル者二付テモ亦
第六款会社ノ解散

（同上）

（同上）

前項ヲ適用ス
第六款会社ノ解散

第百二十六条会社ハ左ノ諸
第一会社存立時期ノ満

件二因リテ解散ス
了

ル解散事由ノ起発

第二会社契約二定メタ

第三総社員ノ承諾
第四会社ノ破産
第五裁判所ノ命令
褐ケタル場合ノ外会社其目

第百二十七条第六十七条一一

会社ノ地位ヲ維持スルコト

的ヲ達スルコト能ハス又ハ

能ハサルノ理由ヲ以一二人
又ハ数人ノ社員ヨリ会社ノ

シムルコトヲ得

解散ヲ申立ツルトキハ裁判
所ノ命令ヲ以テ之ヲ解散セ

履行シ未収ノ債権ヲ行用シ

第百二十八条第百二十六条
ノ第一号第二号一一記載シタ
ル場合一一於テハ総社員又ハ
社員ノ｜分一一テ会社ヲ保続
スルコトヲ得但社員ノ一分
ニテ保続シタルトキハ其離
脱シタル社員ハ退社シタル
モノト看倣ス
第百二十九条会社解散スル
トキハ破産ノ場合ヲ除ク外
総社員ノ多数決ヲ以清算人
一人又ハ数人ヲ任シ七日内
一一解散ノ原由、年月日及上
清算人ノ氏名、住所ノ登記
，ヲ受ク可シ

現存ノ財産ヲ売却ス又清算

節二定メタル規定ノ外総テ

第百三十七条合資会社ハ本

制限セス

合資会社ノ拙員川数Ｎ。訓

資会社卜為ス

力金銭又ハ有価物ヲ以テス
ル出資ノミ一一限ルモノヲ合

（同上）

（同上）

（同上）

１１１

（同上）

（同上）

第二節合資会社

（同上）

（二項削除）

資会社卜為ス

へ数人二対シテ契約上別段
ノ定ナキトキハ社員ノ責任
力金銭又ハ有価物ヲ以テス
ル出資ノミ一一限ルモノヲ合

第百三十六条社員ノ｜人又 第百三十六条社員ノー人又
ハ数人二対シテ契約上別段
ノ定ナキトキハ社員ノ責任

第二節合資会社

一一在ラス

第百三十五条会社ノ義務一一
対スル社員ノ無限責任ハ其
義務二付キ五カ年未満ノ時
効ノ定ナキトキハ限り解散
後五カ年ノ満了二因リテ時
効二罹ル但債権者力未夕分
配セラレサル会社財産二対
シテ請求ヲ為ストキハ此限

類ハ社員第三十四条ノ規定
一一従上之ヲ処分ス

社ノ商業帳簿及上其他ノ書

第百三十四条解散シタル会

財産二限ル

１１１１１．「Ｉ

現務ヲ結了シ会社ノ義務ヲ

第百三十条清算人ハ会社ノ

会社ノ地位ヲ維持スルコト
能ハサル場合一一於テ会社ノ
解散二換ヘテ或ル社員ヲ除

（同上）

（同上）

（同上）

名ス可キコトヲ他ノ総社員

人ハ清算ノ目的ヲ超エテ営
業ヲ保続シ又ハ新二取引ヲ
｜為スコトヲ得ス又清算人ハ
裁判上会社ヲ代理シ且会社
ノ為メ和解契約及上仲裁契
約ヲ為スコトヲ得

第百三十一条清算人ノ権ハ
社員之ヲ制限スルコトヲ得
ス且重要ナル事由二基ク社
員ノ申立ニ因り裁判所ノ命

コトヲ得

令ヲ以テスルーー非サレハ之
ヲ解任スルコトヲ得ス但其
命令二対シ即時抗告ヲ為ス

第百三十二条清算人ハ委任
事務ヲ履行シタル後社員一一
計算ヲ報告シ第百五条及上
第百二十四条ノ規定二準シ
会社財産ヲ社員一一分配ス又
清算中卜雌モ自由卜為リタ
ル財産ハ之ヲ社員一一分配ス
コトヲ得

第百三十三条社員二分配ス
可キ物ハ会社ノ総テノ義務
ヲ済了スルニ要セサル会社

(470）６６
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無限ノ責任ヲ負う

無限ノ責任ヲ負う

員、刷纈欄ヲ除ク外社員ハ
者ノ計算ニテ会社ノ商部類

社員ハ自己ノ計算又ハ第三

員、調税掴剴祖ヨヲ除ク外

第百四十条無限責任ノ社

自己ノ計算又ハ第三者ノ計

第百四十条無限責任ノ社

算一一テ会社ノ商部類二属ス
一一与力ルコトヲ得

一一属スル取引ヲ為シ又ハ之

第百三十八条合資会社ノ登

記及上公告ニハ第七十九条
ノ第二号乃至第六号二列記
シタルモノノ外尚ホ左ノ事
ルコトヲ得

ル取引ヲ為シ又ハ之二与力

鼎ヨ司凶Ｈ「幻多鋤孟凸司依ル

ユル会社一一在テハ其契約ヲ
胴室貝任社員ノミヲ以テ之一一

ハ会社契約ニ依り一定ノ無

人ヲ超ユルトキハ会社ノ

以テ社員中ヨリ人又数

百列
第百四十二条拙員目Ｎ引趨 第百四十二条翼潤抵当拙員

会社ヲ代理スル権利義務

四ノ定諾「キトキハ同等一一

第百四十一条割祖員Ｎ契絢 第百四十一条勇翻掴当拙員

項ヲ褐クルコトヲ要ス

第二会社資本ノ総額

第一合資会社ナルコト

第三各社員ノ出資額
トキハ其氏名

第四無限責任社員アル

第五業務担当社員ノ国
名

Ⅱ

｜貝兀

卯ヲ以テ之ヲ任ス但其決

川ヨョ裁決ヨ依リテ生ス

…

取締役ハ何時ニテモ会社ノ

ハ亦総社員四分三以上ノ多

鋤閃。倒川升幽刻
第百四十三条業務担当刈田 第百四十三条業務担当社員

割璽謁繍須凹中二生シタル

メ当然会社ノ義務二対シテ

タルトキハ其社員ハ此力為

掴廻当一一任アル社員又ハ取
洵其業務施行中二生シダ

舶欄別総員、数人若クハ

七日前二各社員一一会議ノ目

ルニハ会日ヨリ少ナクトモ

第百四十九条総会ヲ招集ス

ハ臨時総会ヲ招集ス可シ

四分一以上ノ申立アルトキ

要ト認ムルトキ又ハ総社員

招集シ其他業務担当川田引
川社員列Ⅱ刺繍倒二於テ必

少ナクトモ一回通常総会ヲ

ル團補鯛隅ノ責任ハ業務担
了二因リテ消滅ス

当社員ノ退任後。刈田ノ満

（同上）

招集ス可シ

社員一一於テ必要卜認ムルト
キ又ハ総社員四分一以上ノ
申立アルトキハ臨時総会ヲ

総会ヲ招集シ其他業務担当

第百四十八条業務担当川田 第百四十八条業務担当社員
ハ毎年少ナクトモ一回通常
司川社員列州珈纈衡ハ毎年

消滅ス

任後「刮瑁ノ満了二因リテ

ル無隅ノ責任ハ業務担当刎
田司川社員列州刷繍欄ノ退

川臼創山川調調凶司付鋼烏講限ノ
貢餌罰。買う可キ旨ヲ予メ
判川ゴＨ引矧
第百四十七条前条二褐ケタ 第百四十七条前条二褐ケタ

：

！

司又Ｎ第百四十二条二定メ

第百四十六条笥祖契絢ゴ洲 第百四十六条翼籾掴当祖員

ス総テ会社ノ事務二付キ会
社ヲ代理スル専権ヲ有ス然
しトモ会社契約又ハ会社ノ
決議二依リテ壗束セラル
数人ノ業務担当社員アル場
合一一於テ各別二業務ヲ取扱
フコトヲ得ルモノタリャ又

ハ裁判上卜裁判外トヲ問ハ

若シ汕割二社員ノ氏ヲ用イ

ス可シ

又栩包ニハ何レノ場合一一於
テモ合資会社ナル文字ヲ附

在ラス

無限責任社員ノ氏ハ此限一一

第百三十九条社名ニハ社員
ノ氏ヲ用ユルコトヲ得ス但

螺鍋騨織一
依リテ騒束セラル

理スル専権ヲ有ス然しトモ
会社契約又ハ会社ノ決議二

数人ノ業務担当社員急
ハ其総社員若クハ数人共同
一一非サレハ之ヲ取扱フコト

醤アル場合一於テ各別二

ハ数人共同一一非サレハ之ヲ

業務ヲ取扱フコトヲ得ルモ
ノタリャ又ハ其総社員若ク

之ヲ定ム

ヲ得サルモノタリヤハ会社
契約又ハ会社ノ決議ヲ以テ

取扱フコトヲ得サルモノタ
リャハ会社契約又ハ会社ノ
決議ヲ以テ之ヲ定ム

承ス

第百四十五条有限責任社員
ハ業務担当社員ノ認可ヲ得
テ其持分ヲ他人二譲渡スコ
トヲ得此場合一一於テハ取得
者ハ譲渡人ノ権利義務ヲ襲

、ン

善意ヲ以テ之ト取引ヲ為シ
タル第三者二対シテ其効ナ

第百四十四条業務担当自 第百四十四条業務担当社員
ノ代理権二加へダル制限ハ
刃社一員電ノ代理

傘業務担当川詞社員又

権一一加へダル制限ハ善意ヲ
以テ之卜取引ヲ為シタル第
三者二対シテ其効ナシ
第百四十五条有限責任社員
州謁／認可訂得テ其持
分ヲ他人一一譲渡スコトヲ得
渡人ノ権利義務ヲ襲承ス

(473）
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的ヲ通知シ及上提出ス可キ
多数ヲ以テ第一ノ総会ノ決

ニノ総会一一於テ出席社員ノ

有効卜為ス可キ旨ヲ明告ス

議ヲ認可シタルトキハ之ヲ

書類ヲ送付スルコトヲ要ス
（同上）

タル後直チニ通常総会ヲ開
ルコトヲ要ス

第百五十条事実年度ノ終リ
キ其年度ノ貸借対照表及上
社員一一提出シテ検査及上認

一一払渡スコトヲ得ス

リテ減シタル間ハ之ヲ社員

第百五十三条利息又ハ配当
金ハ会社資本額力損失二因

事業並二其成果ノ報告書ヲ
定ヲ受ク其認定ハ出席社員
（同上）

（同上）

第一款総則

第三節株式会社
（同上）

第三節株式会社

株式二分チ其義務二対シテ

第百五十四条会社ノ資本ヲ

第一款総則

ノ多数決二依ル

第百五十一条臨時総会一一於
テ議ス可キ事項ハ総社員ノ
過半数ヲ以テ之ヲ決ス

然しトモ合名会社ニ在テ総
ノヲ株式会社卜為ス

会社財産ノミ責任ヲ負フモ

人以上ヲ以テシ且政府ノ免

第百五十六条株式会社ハ七

伽刻

ルモ川朔劃引商事急祖Ｎ冒

（同上）

（同上）

（同上）

上設立

第二款会社ノ発起及

（同上）

ルモ商事当祖總則１刺飼測
口洲飼川規冠。循列

第百五十五条株式会社ハ其 第百五十五条株式会社ハ其
目的力商業ヲ営ムニ在ラサ
目的力商業ヲ営ムニ在ラサ

ハ総社員四分三以上ノ多数

退社スル権利アリ

テハ不同意ノ社員ハ直チニ

ヲ以テ之ヲ決ス此場合一一於

社員ノ承諾ヲ要ス可キ事項

（同上）

ル決議二要スル定数ノ社員

第百五十二条前条二褐ケタ
出席セサルトキハ其総会一一
立スルコトヲ得ス

許ヲ得ルー一非サレハ之ヲ設

第百六十一条株式ノ申込ヲ
為スニハ申込人其引受クル
株数ヲ株式申込簿二記入シ
テ之二書名捺印ス又其申込
ハ書名捺印シタル陳述書ノ

記ス

ヲ得ダル旨及上其認可ノ年
月日卜各株式申込人二仮定
款ヲ展閲セシムル旨トヲ附

律二規定シタル発起ノ認可一

ヲ経由シテ目論見書及上仮
定款ヲ主務省二差出シ発起
ノ認可ヲ請フコトヲ要ス
第百六十条発起人ハ前条ノ
認可ヲ得タルトキハ目論見
書ヲ公告シテ株主ヲ募集ス
ルコトヲ得其公告中一六法

上設立

第二款会社ノ発起及

得此場合二於テハ其決議ヲ

（同上）

於テ仮二決議ヲ為スコトヲ

ヲ招集ス其通知一天若シ第

総社員一一通知シテ再上総会

第百五十七条株式会社ハ四
人以上二非サレハ之ヲ発起
スルコトヲ得ス

発起人ハ目論見書及上仮定
款ヲ作り各自之二署名捺印
ス

ルコトヲ得ス

定款ハ本法ノ規定二抵触ス

額

第四資本ノ総額、株式
ノ総数及上一株ノ金

業所

第三会社ノ汕割及上営

第二会社ノ目的

第百五十八条目論見書二記 第百五十八条目論見書二記
載ス可キ事項左ノ如シ
載ス可キ事項左ノ如シ
第一株式会社ナルコト
第一株式会社ナルコト
第二会社ノ目的
業所

第三会社ノ闘弓及上営
第四資本ノ総額、株式
ノ総数及上一株ノ金

送付ヲ以テ之ヲ為スコトヲ

額

第五資本使用ノ概算
第六発起人ノ氏名、住

ルーー至レハ定款二従上格株

得

第五資本使用ノ概算
第六発起人ノ氏名、住

所及上発起人各自ノ
引受クル株数

引受クル株数

所及上発起人各自ノ

第七存立時期ヲ定メタ
ルトキハ其時期

（同上）

第七存立時期ヲ定メタ
ルトキハ其時期

代人ヲ以テ申込ムトキハ委
任者ノ氏名二代人其氏名ヲ
附記シテ之二捺印ス
第百六十二条株式ノ申込一一
因リテ申込人ハ会社設立ス

第百五十九条発起人ハ会社
一ヲ設立ス可キ地ノ地方長官
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(475）
7１

神戸学院法学第26巻第２号

明治三二年会社法制定の歴史的展開

「

式二付テノ払込ヲ為ス可キ
義務ヲ負う

第百六十三条総株式ノ申込
アリタル後ハ発起人ハ創業

総会ヲ開ク可シ其総会一一於
テハ少ナクトモ総申込人ノ
上二当ル申込人ノ承認ヲ経

半数一一シテ総株金ノ半額以

テ定款ヲ確定ス
第百六十四条創業総会一一於
テハ創業ノ為メ発起人ノ為

ヲ議定シ又有価物ノ出資ヲ

シタル契約及上出費ノ認否
差入レテ株式ヲ受ク可キ者
アルトキハ其価格ヲ議定ス

前項ノ議定ハ少ナクトモ総
申込人ノ半数一一シテ総株金
ノ半額以上二当ル申込人出
リテ之ヲ為ス

席シ其議決権ノ過半数二依

一一於テハ取締役及上監査役

第百六十五条其他創業総会
ヲ選定ス

りシ後発起人ハ地方長官ヲ

第百六十六条創業総会ノ終

ノ総数及上一株ノ金
額

第五各株式二付キ払込
ミタル金額

（同上）

（同上）

（同上）

（同上）

ノ総数及上｜株ノ金
額
第五各株式二付キ払込
ミタル金額
所

第六取締役ノ氏名、住

ルトキハ其時期

第七存立時期ヲ定メタ

所

第六取締役ノ氏名、住

ルトキハ其時期

第七存立時期ヲ定メタ

経由シテ主務省一一会社設立
ノ免許ヲ請う其申請書一天
左ノ書類ヲ添う可シ
第一目論見書及上定款
第二株式申込簿
第三発起ノ認可証
第百六十七条会社設立ノ免
許ヲ得タルトキハ発起人其
事務ヲ取締役二引渡ス可シ
取締役ハ速二株主ヲシテ各
株式二付キ少ナクトモ四分
一ノ金額ヲ会社二払込マシ
ム

（同上）

登記及上公告ス可キ事項ハ

添ヘテ登記ヲ受ク可シ

第百六十八条会社ハー別条二 第百六十八条会社ハ前条一一
褐ケタル金額払込ノ後十四
褐ケタル金額払込ノ後十四
日内一一目論見書、定款、株
日内一一目論見書、定款、株
式申込簿及上設立免許書ヲ
式申込簿及上設立免許書ヲ

左ノ如シ

添ヘテ登記ヲ受ク可シ

登記及上公告ス可キ事項ハ

第二会社ノ目的

第一株式会社ナルコト

左ノ如シ

第二会社ノ目的

第四資本ノ総額、株式

業所

第三会社ノ梱包及上営

第一株式会社ナルコト

第三会社ノ商弓及上営
業所

第四資本ノ総額、株式

上株主名簿

第三款会社ノ祖割及

（同上）

１１１「Ⅱ「

人、取締役及上株主二於テ

連帯無限ノ責任ヲ負う
認ヲ経サル義務及上出費一一

第百七十二条創業総会ノ承

付テハ発起人二於テ価ホ連
帯無限ノ責任ヲ負う

上株主名簿

第三款会社ノ商弓及

第百七十三条商矧一天株主 第百七十三条祖包一天株主
ノ氏ヲ用ユルコトヲ得ス又

第八設立免許ノ年月日

ノ氏ヲ用ユルコトヲ得ス又

第九開業ノ年月日

ヲ附ス可シ

祖割一天株式会社ナル文字

第八設立免許ノ年月日

ヲ附ス可シ

商号一天株式会社ナル文字

第九開業ノ年月日

ル書類ヲ登記簿二添ヘテ保

裁判所ハ会社ヨリ差出シタ

載ス

所

第一各株主ノ氏名、住

ミタル金額

第二各株主所有ノ株式
ノ数及上株券ノ番号
第三各株主二付キ払込
第四各株主ノ取得及上
譲渡ノ年月日
第四款株式

第百七十五条各株主ノ金額

（同上）

第四款株式

（同上）

ル書類ヲ登記簿二添ヘテ保
存ス
（同上）

（同上）

（同上）

第百七十四条会社ハ株主名
簿ヲ備へ之二左ノ事項ヲ記

裁判所ハ会社ヨリ差出シタ
存ス

第百六十九条会社支店ヲ設
ケタルトキハ其所在地二於
テ亦登記ヲ受ク可シ

第百七十条設立ノ免許ヲ得
ダル後遅クトモ一カ年内一一
登記ヲ受ケサルトキハ其免
許ハ効カヲ失う第八十一条
及上第八十二条ノ規定ハ株
式会社一三亦之ヲ適用ス
第百七十一条登記前一一在テ
ハ創業総会ノ承認ヲ経タル
義務及上出費一一付キ発起
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下ルコトヲ得ス又其資本十

チタルモノニシテニ十円ヲ

ハ会社資本ヲ一定平等二分

主名簿二記載スルーー非サレ

取得者ノ氏名ヲ株券及上株

第百八十一条株式ノ譲渡ハ

川株式ノ譲渡ハ無効タリ

ヲ下ルコトヲ得ス
一一株券一通ヲ作り之二其金

モ四分払入Ⅲ｜｜為シダ

ノ後再選スルハ妨ナシ

取締役ハ同役中ヨリ主トシ

テ業務ヲ取扱う可キ専務取
締役ヲ置クコトヲ得然レト
モ其責任ハ他ノ取締役卜同
一ナリ

第百八十六条取締役ノ代理
権及上其権ノ制限二付テハ
第百四十三条及上第百四十
四条ノ規定ヲ適用ス

デヨヨ通川４笠芽ヲ媚明ルーコトヲ

衛

（同上）

金未納額ノ担保義務ヲ負う

前ノ株式ノ譲渡人ハ調潤倒
。刺弔問会社二対シテ其株

前ノ株式ノ譲渡人ハ会社一一

対シテ其株金未納額ノ担保

（同上）

（同上）

義務ヲ負う
第百八十三条会社ハ株主名

告ヲ為シテ事業年度毎一二

簿及上計算ノ閉鎖ノ為メ公

（同上）

金額及上会社財産中ノ持分

カ月ヲ蹟エサル期間株券ノ
譲渡ヲ停止スルコトヲ得
第百八十四条払込ミタル株

ス

査役

第五款取締役及上監

義務二付キ取締役力連帯無

取締役ノ在任中二生シタル

（同上）

取締役ノ在任中二生シタル

メ定ムルコトヲ得其責任ハ

限ノ責任ヲ負う可キ旨ヲ予

テ消滅ス

退任後．刈飼ノ満了二因リ

メ定ムルコトヲ得其責任ハ
テ消滅ス

ル監査役ヲ二カ年内ノ時期

ルハ妨ナシ

二カ年内ノ時期ヲ以テ選定

貸借対照表、事業報
告書、利息又ハ配当

第二計算書、財産目録へ

旦刈過調団口祠麹引
樹出刻川。Ｈ

刻団綱引翼翼謝嗣伺

第一取締役ノ業務施行
力法律、命令、定款
及上総会ノ決議二適
合スルャ否ヤヲ監視

ハ左ノ如シ

貸借対照表、事業報
告書、利息又ハ配当
金ノ分配案ヲ検査シ
此事二関シ株主総会

第二計算書、財産目録、

スルコト

合スルャ否ヤヲ監視

力法律、命令、定款
及上総会ノ決議二適

第一取締役ノ業務施行

ハ左ノ如シ

第百九十二条監査役ノ職分 第百九十二条監査役ノ職分

ス但其時期満了ノ後再選ス

ヲ以テ選定ス但其時期満了
ノ後再選スルハ妨ナシ

第百九十条取締役ノ更送ハ （同上）
其度毎二登記ヲ受ク可シ
第百九十一条総会ハ株主中 第百九十一条総会ハ株主中
一一於テヨ刈引‐Ⅵ鋼制刈引引
一一於テコＮ凶旦ノ監査役ヲ

退任後『刺頌ノ満了二因リ

限ノ責任ヲ負う可キ旨ヲ予

義務二付キ取締役力連帯無

ヲ以テ選定ス但其時期満了

ル取締役ヲ三カ年内ノ時期

一一於テ一一一人ヨリ少ナカラサ

第百八十五条総会ハ株主中

査役

第五款取締役及上監

取戻サン卜求ムルコトヲ得

ハ会社解散前一一於テハ之ヲ

（同上）

（同上）

川株式ノ譲渡ハ無効タリ

（同上）

ノ義務二付キ各株主二異ナ
ラサル責任ヲ負う然しトモ
定款又ハ総会ノ決議ヲ以テ

…

国孑弓〈ⅢしＣ宮

第百八十七条取締役二選マ 第百八十七条取締役二選マ
ルル為メ株主ノ所有ス可キ
ルル為メ株主ノ所有ス可キ
株数ハ会社定款二於テ之ヲ
株数ハ会社定款二於テ之ヲ
定ム取締役ノ在任中Ⅶ融通
分二副湾通ヲ魅

定ム取締役ノ在任中利剣機

之ヲ会社 一一預リ置勿可剤

第百八十八条取締役ハ其職
分上ノ責務ヲ尽スコト及上

定款並一一会社ノ決議ヲ遵守
スルコトーー付キ会社二対シ
テ自己ニ其責任ヲ負う

ハ会社二対シテ其効ナシ
第百八十二条株金半額払込 第百八十二条株金半額払込

万円以上ナルトキハ五十円

一一株券一通ヲ作り之二其金

名、印及上株主ノ氏名ヲ載

額、発行ノ年月日、番号、
祖割、社印、取締役ノ氏

第百七十六条株式ハ一株毎 第百七十六条株式ハ｜株毎

額、発行ノ年月日、番号、
闘矧、社印、取締役ノ氏
ス

名、印及上株主ノ氏名ヲ載

第百七十七条株式ハ分割又

ハ併合スルコトヲ得ス

以前一一於テハ会社ハ仮株券

第百七十八条株金全額払込
ヲ発行シ全額完納ノ後二至
り始メテ本株券ヲ発行スル
コトヲ得

第百七十九条仮株券及上本

i、

第百八十条掬劃調鋼封外Ⅱ 第百八十条豊詞前。淘刻列

ルコトヲ得ス

株券ハ登記前一一之ヲ発行ス

ス

第百八十九条取締役ハ会社 第百八十九条取締役ハ会社
ノ義務二付キ各株主一一異ナ
ラサル責任ヲ負う然しトモ

定款又ハ総会ノ決議ヲ以テ

￣

但
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第

金ノ分配案ヲ検査シ
此事二関シ株主総会
会社ノ為メーー必要

一一報告ヲ為スコト
又ハ有益卜認ムルト
キハ総会ヲ招集スル
ト

一一報告ヲ為スコト

第三会社ノ為メニ必要
査役ハ何時一一テモ総会ノ決

第百九十七条取締役又ハ監
議ヲ以テ之ヲ解任スルコト

ヲ得其解任セラレタル者ハ

又ハ有益卜認ムルト
キハ総会ヲ招集スル

会社二対シテ解任後ノ給料
若クハ其他ノ報酬又ハ償金

九十二条二褐ケタル責務ヲ
欠キタルー一因リテ虫引例川

（同上）

第六款株主総会
（同上）

前一一其会議ノ目的及上事項
ヲ示シ且定款二定メタル方
モ亦之ヲ適用ス

此規定ハ創業総会ノ招集ニ

事項ヲ示シ且定款二定メタ

ナクトモ｜回定款二定メタ

一一於テハ前事業年度ノ計算

ル時二於テ之ヲ開キ其総会

事業報告書、利息又ハ配当

書、財産目録、貸借対照表、

第百五十二条ノ規定ハ株式
会社ニモ亦之ヲ適用ス
｜株毎一二個タルヲ通例ト

第二百四条株主ノ議決権ハ

スル株主ノ議決権ハ定款ヲ

ス然しトモ十一株以上ヲ有
以テ其制限ヲ立ツルコトヲ
得

第七款定款ノ変更

第二百五条会社ハ定款二定
アルトキ又ハ総会ノ決議一一
依りテ定款ヲ変更スルコト
ハ政府ヨリ免許二附シタル

ヲ得然レトモ法律ノ規定又

（同上）

（同上）

第七款定款ノ変更
（同上）

口七十卉墓干臼型画引適用刀

，ノニシーナ茸【（雪鏑函「「何コ詞刮刊観弱

シテ其金額「司回刀引雷冑

ヲ得此債券ハ記名ノモ

第二百六条会社資本ノ増加 第二百六条会社資本ノ増加
ハ株券ノ金額ヲ増シ又ハ新
ハ株券ノ金額ヲ増シ又ハ新
株券君列Ⅱ圖淵ヲ発行シテ
株券ヲ発行シテ之ヲ為シ又
之ヲ為シ又其減少ハ株券ノ
其減少ハ株券ノ金額又ハ株
金額又ハ株数ヲ減シテ之ヲ
数ヲ減シテ之ヲ為スコトヲ
為スコトヲ得但資本ハ其全
得但資本ハ其全額ノ四分一
額ノ四分一未満二減スルコ
未満二減スルコトヲ得ス
ｃ五Ｍロハ壁原呼ガヨン群
トヲ得ス比圖淵川詞包刈刊

条件二違背スルコトヲ得ス

ル方法二従ヒテ之ヲ為ス

法二従ヒテ之ヲ為ス
モ亦之ヲ適用ス

此規定ハ創業総会ノ招集ニ

第百九十九条総会ノ招集ハ 第百九十九条総会ノ招集ハ
会日引Ⅲ對打列Ｎａ刊四田
会日前二其会議ノ目的及上

依リテ招集ノ権ヲ有スル者
之ヲ招集ス

役、監査役又ハ其他本法一一

第百九十八条総会ハ取締

第六款株主総会

ヲ請求スルコトヲ得ス

コト

（同上）

（同上）

九十二条二褐ケタル責務ヲ
欠キタルー一因リテヨ剣凹刈Ⅱ

…

第二百条通常総会ハ毎年少

兵債権者二ｍ刺引刑掴泪雪ヨ

（同上）

（同上）

（同上）

（同上）

州判贄田訓ヨオ

為スニハ第百六十四条二定
メタル決議ノ方法二依ル

任意ノ解散二付テノ決議ヲ

第二百三条定款ノ変更及上

テ決議ヲ為ス

シ其議決権ノ過半数二依リ

・トモ四分一二当ル株主出席

ナキトキハ総株金ノ少ナク

ヲ為スコトヲ得定款二其定

定款ノ定二従ヒテノミ決議

テ別段ノ規定アルトキノ外

第二百二条総会ハ本法二於

トヲ得ス

亦臨時総会ヲ招集セサルコ

的ヲ示シテ申立ツルトキハ

一一一当ル株主ヨリ会議ノ目

又総株金ノ少ナクトモ五分

テモ之ヲ招集スルコトヲ得

ノ事項ヲ議スル為メ何時ニ

第二百一条臨時総会ハ臨時

類卜共一一之ヲ提出ス

テノ監査役ノ報告書ハ其書

取締役ノ提出スル書類二付

其決議ヲ為ス

金ノ分配案ヲ株主一一示シテ

総会ノ決議ヲ以テ之ヲ定ム

ヲ受ク可キトキハ定款又ハ

第百九十六条取締役又ハ監
査役力給料又ハ其他ノ報酬

！

第百九十五条監査役ハ第百 第百九十五条監査役ハ第百

意見ヲ総会一一提出ス

テ意見ノ分レタルトキハ其

第百九十四条監査役中二於

スル権利アリ

及上其全財産ノ現況ヲ検査

尋問シ会社ノ帳簿及上其他
ノ書類ヲ展閲シ会社ノ金箱

一一テモ会社ノ業務ノ状況ヲ

第百九十三条監査役ハ何時

コ
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品宋ノ詞聖疋ヲ適用ス

（同上）

第二百七条会社資本ヲ減セ （同上）
ントスルトキハ会社ハ其減
少ノ旨ヲ総テノ債権者二通

知シ且異議アル者ハ三十日
ルコトヲ要ス

内一一申出シ可キ旨ヲ催告ス

第二百八条前条二褐ケタル
トキハ異議ナキモノト看倣

期間二異議ノ申出アラサル

一一登記ヲ受ケタル事項ヲ変
更シタルトキハ直チニ其変
更ノ登記ヲ受ク可シ登記前
一一在テハ其変更ノ効ヲ生セ
ス

営業所ヲ移転スルトキハ旧
所在地二於テ移転ノ登記ヲ

受ケ新所在地二於テハ新一一
設立スル会社二付キ要スル
諸件ノ登記ヲ受ク可シ又同

一ノ地域内二於テ移転スル
トキハ移転ノミノ登記ヲ受

ス

異議ノ申出アリタルトキハ
ク可シ

更ノ登記ヲ受ケタルトキハ

第二百十一条会社定款ノ変

急側鎖刺既二催告ヲ受ケタ

要ス

（同上）

第八款株金ノ払込
（同上）

ス

第九款会社ノ義務
（同上）

謂列Ｎ債務ノ弁償ノ為メ若

一一因リテ会社二交付セラレ

（同上）

若クハ移属シタル株券ハー
ヵ月内二於テ公二之ヲ売り
其代金ヲ会社二収ム

第二百十八条会社ハ毎年少
ナクトモ一回計算ヲ閉鎖シ

社二収ム

クハ其他ノ事由二因リテ会
社一一交付セラレ若クハ移属
シタル株券二カ月内二於
テ公二之ヲ売り其代金ヲ会

ヒタリト一己｜言セラレタル司欄

第二百十七条会社ハ自己ノ 第二百十七条会社ハ自己ノ
株券ヲ取得シ又ハ之ヲ質一一
株券ヲ取得シ又ハ之ヲ質一一
取ルコトヲ得ス所司掴引渕
取ルコトヲ得ス低債務ノ弁
償ノ為メ若クハ其他ノ事由

トヲ得

一一之ヲ取戻サン卜求ムルコ

若シ払戻シタルトキハ其金
額ハ会社又ハ其債権者直接

スコトヲ得ス

第九款会社ノ義務
第二百十六条会社ハ株金ノ
全部又二分ヲ株主二払戻

ルコトヲ得

前ノ所有者二還付ス
会社ハ其定款ヲ以テ別二違約
会社ハ其定款ヲ以テ別二違 金ヲ払う可キコトヲ定ムルコ
約金ヲ払う可キコトヲ定ム トヲ得

余アルトキハ会社ハ之ヲ従

ルコトヲ要ス其通知一六払

十四日前一一各株主二通知ス

ハ払込ノ日ヨリ少ナクトモ

ヲ定ム其払込ヲ催告スルニ

第二百十二条株金払込ノ期
節及上方法ハ定款二於テ之

第八款株金ノ払込

一一其変更ヲ届出ツルコトヲ

地方長官ヲ経由シテ主務省

之二担保ヲ供シテ異議ヲ取

会社ハ其債務ヲ弁償シ又ハ

（同上）

（同上）

除キタル後二非サレハ資本
ヲ減スルコトヲ得ス

第二百九条資本ノ減少シタ
ル部分ノ払一民ヲ受ケタル株

主ハ過誤ナキ不知ノ為メ其
ル債権者二対シテ登記ノ日

減少二付キ異議ヲ申出テサ

ヨリニカ年間其受ケタル払
戻ノ額二至ルマテ自己二責
任ヲ負う

第二百十条会社ノ定款中既

込ヲ為ササル為メ株主ノ被
フル可キ損失ヲ併示ス

メニ生シタル費用ヲ支払う
義務アリ

第二百十三条払込期節ヲ怠
第二百十三条払込期節ヲ怠
リタル株主ハ銅司知刈匂刈
リタル株主ハ泪訓。泪刈列
遅延利息及上其遅延ノ為メ
刈遅延利息及上其遅延ノ為
ー一生シダル費用ヲ支払う義
務アリ

ル株主力更二少ナクトモ十
四日ノ期間二於テ払込ム可
キ催告ヲ会社ヨリ受ケ価ホ
払込ヲ為ササルトキハ会社
ハ其株主二週矧刻計測槻謝
引側ヨ詞刈川。Ⅱ引衞

第二百十四条払込ヲ怠りダ 第二百十四条払込ヲ怠りダ
ル株主力更二少ナクトモ十
四日ノ期間二於テ払込ム可

キ催告ヲ会社ヨリ受ケ価ホ
払込ヲ為ササルトキハ会社
ハ其株主二対刻升掬淵刈所

ノ従前ノ所有権僧引今司側引司澗
テ廿諒槻剥零割引パヨ調割引川。匂剴痢祠

ル払込金額二満タサルトキ

翁既二催告ヲ受ケタル払込
金額二満タサルトキハ其不
足金及上第二百十三条二記
載シタル利息並二費用ノ支
払二付キ価ホ責任ヲ負う但

ハ其不足金及上第二百十三
条二記載シタル利息並二費
用ノ支払二付キ価ホ責任ヲ
負う但剰余アルトキハ会社
ハ之ヲ従前ノ所有者二還付

タリト宣一一一一ロセラレ馴引山槻翌

第二百十五条所笥鯛圀引詞ｕ 第二百十五条掛詞匂引川外

Ⅱ劃剣Ⅲ４川旬Ⅱ闘川

コトヲ得然ルトキハ茸弘型

；
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ノ間二平等二之ヲ為ス

込ミタル金額二応シ総株主

上貸借対照表ヲ公告ス其公

定ヲ得ダル後其財産目録及

査役ノ検査ヲ受ヶ総会ノ認

年度ノ計算書、財産目録、

書、総会ノ決議書、毎事業

目論見書、定款、設立免許

店及上各支店二株主名簿、

年度ノ計算書、財産目録、

書、総会ノ決議書、毎事業

目論見書、定款、設立免許

店及上各支店二株主名簿、

計算書、財産目録、貸借対
照表、事業報告書、利息又
ハ配当金ノ分配案ヲ作り監

告ニハ取締役及上監査役ノ

貸借対照表、事業報告書、
利息又ハ配当金ノ分配案、

第二百二十二条会社ハ其本 第二百二十二条会社ハ其本

氏名ヲ載スルコトヲ要ス

（同上）

第十款会社ノ検査

（同上）

…

及上抵当若クハ不動産質ノ

ノ債権者ノ求二応シ展閲ヲ

債権者ノ名簿ヲ備置キ通常
ノ取引時間中槻劃列口劃祖

（同上）

Ｉ

貸借対照表、事業報告書、
利息又ハ配当金ノ分配案、
及上抵当若クハ不動産質ノ
債権者ノ名簿ヲ備置キ通常
ノ取引時間中何Ｎゴ割角調

第二百十九条利息又ハ配当
金ハ損失二因リテ減シタル

レハ之ヲ分配スルコトヲ得

資本ヲ填補シ及上規定ノ準
備金ヲ控取シタル後二非サ
ス

準備金力資本ノ四分一二達
ノ為メ事業年度毎一二回一
カ月ヲ超エサル期間前条一一

第二百二十三条諸帳簿検正

定メタル展閲ヲ停止スルコ
トヲ得

ナクトモニ十分一ヲ準備金

スルマテハ毎年ノ利益ノ少

（同上）

トシテ積置クコトヲ要ス

第二百二十条前二条ノ成規
第十款会社ノ検査
第二百二十四条総株金ノ少

一一依ラスシテ払出シタル利

息又ハ配当金ハ会社又ハ其
ノ申立二因リテ会社営業所

ナクトモ五分一一一当ル株主

（同上）

第十二款会社ノ解散

（同上）

（同上）

ｌＩｌｌＬＩ「１口

対シテ訴訟ヲ為スコトヲ得

役又ハ特二選定シタル代人
ヲ以テ取締役又ハ監査役一一

第二百二十八条総会ハ監査

ｌｌｌ

官吏一一会社ノ業務ノ実況及

ノ裁判所ハ｜人又ハ数人ノ

債権者直接二之ヲ取一民サン
（同上）

卜求ムルコトヲ得

第二百二十一条利息又ハ配
当金ノ分配ハ各株二付キ払

（同上）

１１ｌＩＩｌ

上財産ノ現況ノ検査ヲ命ス
ルコトヲ得
第二百二十五条検査官吏ハ

会社ノ金箱、財産現在高、

少ナクトモニ十分一一一当ル

第二百二十九条会社資本ノ

得但各株主ノ自己ノ名ヲ用

一一対シテ訴訟ヲ為スコトヲ

人ヲ以テ取締役又ハ監査役

株主ハ亦特二選定シタル代

帳簿及上総テノ書類ヲ検査

（同上）

シ取締役及上其他ノ役員｝｜

説明ヲ求ムル権利アリ
第二百二十六条検査官吏ハ

テ為シタル供述ヲ調書二記

一一於テ其権利ヲ保衛スル件

イ又ハ参加人卜為り裁判所

検査ノ顛末及上其面前一一於

出スコトヲ要ス

第十二款会社ノ解散

ヲ妨ケス

ヲ会社二付与シ又株主及上

第二株主ノ任意ノ解散

〈ロ

第一定款二定メタル場

件二因リテ解散ス

第二百三十条会社ハ左ノ諸

付与ス

ルトキハ其求二応シテ之ヲ

其他ノ者ヨリ手数料ヲ納ム

調書ノ謄本ハ裁判所ヨリ之

載シ之ヲ授命ノ裁判所二差

（同上）

減シタルコト

第三株主ノ七人未満二

時一一テモ其職権ヲ以テ地方

第二百二十七条主務省ハ何

テ第百二十四条二掲ケタル

長官又ハ其他ノ官吏二命シ

第五会社ノ破産

一一減シタルコト

第十一款取締役及上

第六裁判所ノ命令

第四資本ノ四分一未満

第十一款取締役及上

ル訴訟

監査役二対ス

検査ヲ為サシムルコトヲ得

ル訴訟

監査役二対ス

(484）８０
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ハラスシテ営業ヲ続行スル

第二百三十一条会社解散ノ
場合一一於テハ既二始メタル
取引ヲ完結シ又ハ現二存在
スル会社義務ヲ履行スル外
其業務ヲ止ム取締役之二拘
トキハ此力為メ其全財産ヲ

以テ自己二責任ヲ負う
第二百三十二条会社解散ノ
場合一一於テハ取締役ハ総会
ヲ招集シ解散ノ決議ヲ取ル
但裁判所ノ命令二依リテ解
散スル場合ハ此限二在ラス
其総会一一於テハ破産ノ場合
ヲ除外一人又ハ数人ノ清算
人ヲ選定ス

第二百三十三条前条二褐ケ
タル解散ノ決議又ハ清算人
ノ選定ヲ為ササルトキハ裁

判所ハ債権者若クハ株主ノ
申立ニ因り又ハ職権ニ依り
其命令ヲ以テ決議二換へ又
ハ清算人ヲ任スルコトヲ得
第二百三十四条会社ハ破産
ノ場合ヲ除ク外決議後七日

会社又ハ第三者二生セシメ
タル損害一一付キ其全財産ヲ
以テ自己二責任ヲ負う

第二百三十九条解散及上清
算ノ費用ハ現在ノ会社財産
中ヨリ最モ先二之ヲ支払フ
モノトス

第十三款会社ノ清算

第二百四十条清算人ノ職分
一一付テハ第百三十条及上第
１百三十一条ヲ適用ス

第二百四十一条清算人ノ職
分ノ践行ニ付テハ総会ヨリ
又ハ株主若クハ債権者ノ申
立二因リテ裁判所ヨリ清算
人二訓示ヲ与フルコトヲ得
清算人ハ其訓示及上法律ノ
規定ヲ遵守スル責任ヲ負う
第二百四十二条会社ノ債権
タル申立ニ因り総会又ハ時

者ノ相当ノ理由ヲ以テ為シ

宜二従ヒテ裁判所ハ債権者
ノ利益護視ノ為メー人又ハ
数人ノ代人ヲシテ清算ヲ監
査シ又ハ清算人二参加セシ

（同上）

（同上）

（同上）

（同上）

（同上）

第十三款会社ノ清算
（同上）

（同上）

（同上）

内二解散ノ原由、年月日、

及上清算人ノ氏名、住所ノ
登記ヲ受ヶ之ヲ裁判所二届
出テ又何レノ場合一一於テモ
長官ヲ経由シテ主務省二届

之ヲ各株主二通知シ且地方
出ツルコトヲ要ス

ル権アリ

第二百三十五条裁判所ハ解
散及上清算ノ実況ヲ監視ス

（同上）

ノ処分ハ総テ無効クリ

ノ目的ノ為メーーセサル財産

第二百三十六条登記ヲ受ク （同上）
ルト共一一取締役ノ代理権ハ
清算人二移ル然しトモ取締
役ハ清算人ノ求二応シ清算
事務ヲ補助スル義務アリ
第二百三十七条登記後二為 第二百三十七条登記後二為
シタル株式ノ譲渡及上清算
シタル株式ノ譲渡及上清算

ノ処分ハ総テ無効タリ回報

（同上）

（同上）

（同上）

（同上）

ノ目的ノ為メニセサル財産
別刈理由ヨリテ裁判所ノ許
ラス

第一一百三十八条取締役ヵ総
為ササリシトキハ此力為メ

会ノ招集又ハ登記ノ届出ヲ

ムルコトヲ得

第二百四十三条清算人ハ其
選定ノ日ヨリ六十日内一一会
社帳簿二依リテ其財産ノ現
況ヲ取調へ少ナクトモ三回
ノ公告ヲ以テ債務者一天其
債務ノ弁済期限二至りダル
時直チー一之ヲ弁済ス可ク又
債権者一天或ル期間二其債
権ヲ申出シ可キ旨ヲ催告ス
ルコトヲ要ス但其期間ハ六
十日ヲ下ルコトヲ得ス
其公告一一ハ債権者期間一一申
出ヲ為ササルトキハ其債権
ヲ清算ヨリ除斥セラルル旨
ヲ附記ス然しトモ清算人ハ

期間二申出テサル債権者ト
錐モ其知レタル者ヲ清算ヨ
リ除斥スルコトヲ得ス

第二百四十四条清算人ハ其

ス

期間満了前一一於テ債権者一一
支払ヲ為シ始ムルコトヲ得
第二百四十五条期間後二申
出テタル債権者ハ会社ノ債

(486）８２
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一一対シテ其弁償ノ請求ヲ為

一一分配セサル会社財産ノミ

務ヲ済了シタル後未夕株主

債権者二弁償シタル時ヨリ

其所有株数二応シ金銭ヲ以
テ平等二分配ス此分配ハ総

ダル残余ノ財産ヲ各株主――

（同上）

スコトヲ得

算ノ為メ株主ヲシテ其未夕

第二百四十六条清算人ハ清

サル物ヲ以テ分配ス可キ決

三カ月ノ満了ノ後二非サレ
ハ之ヲ為スコトヲ得ス
株主ハ総会一一於テ金銭二非

第二百五十条清算ノ終リタ

ヲ受取ル義務ナシ

議ヲ為シタルトキト難モ之

全額ヲ払込マサル株券二付
リ

（同上）

キ払込ヲ為サシムル権利ア

要又ハ有益卜認ムルトキハ

第二百四十七条清算人ハ必

｜般ノ事務報告書ヲ総会一一
差出シテ卸任ヲ求ム若シ総

ル後清算人ハ総計算書及上

ハ総会ノ決議ヲ以テ定メタ

何時ニテモ総会ヲ招集スル

ルトキ又ハ総株金ノ少ナク
一一因り其命令ヲ以テ之ヲ許

会一一於テ卸任ヲ許ササルト
キハ裁判所ハ清算人ノ申立

第二百五十一条清算人ハ其
行為二付キ総会ノミ一一対シ
テ責任ヲ負う然しトモ其行

ヲ得

対シテ即時抗告ヲ為スコト

スト否トヲ定ム但其命令一一

トモ五分一一一当ル株主ヨリ

コトヲ得又清算人ハ定款又

（同上）

（同上）

申立ツルトキハ総会ヲ招集
スル義務アリ

第二百四十八条清算人ハ委
任事務ヲ履行シタル後総会
一一計算書ヲ差出シテ其認定
ヲ求ム

’第二百四十九条清算人ハ前

第二百五十三条清算中二現
在ノ会社財産ヲ以テ会社ノ
総債権者一一完済シ能ハサル
コトノ分明ナルーー至リタル
トキハ清算人ハ破産手続ノ
開始ヲ為シテ其旨ヲ公告シ
且会社ノ取引先二通知ス
此場合一一於テ既二債権者又
ハ株主二支払ヒタルモノ有

トキハ清算人ハ破産手続ノ
開始ヲ為シテ其旨ヲ公告シ

（同上）

人ヨリ取戻シ得サルモノニ

（同上）

人ヨリ取一民シ得サルモノーー

（同上）

（同上）

務ヲ引溺嵯乳例川刑Ⅲ詞川劃濁出
引網ｍ則訓凹司刎Ｎ刀

鼻人ハ破産管財人二其事

付テハ債権者二対シテ其責

ト及上其分配ノ金額
第三清算費用ヲ弁済シ
及上清算二付キ生シ

株主一一分配シタルコ

第二会社ノ残余財産ヲ

ヲ為シタルコト

リテ総債権者二弁償

第一支払又ハ示談二因

ス可シ

第二百五十五条清算ノ結果
即チ左ノ事項ハ清算人ヨリ
裁判所二届出テ且之ヲ公告

シ可シ此届出前一一在テハ清
算人其貯蔵ノ責任ヲ負う

第二百五十四条総会ノ決議
一一依リテ会社ノ帳簿及上其
他ノ書類ノ貯蔵ヲ委任セラ
レタル者ノ氏名、住所ハ清
算人ヨリ之ヲ裁判所二届出

任ヲ負う

権利ヲ害シタルトキハ其株

ルトキハ之ヲ取戻スコトヲ

付テハ債権者一一対シテ其責

為二因り或ル株主ノ｜己ノ

且会社ノ取引先二通知ス
此場合一一於テ既二債権者又
ハ株主二支払ヒタルモノ有

得清算人力貸方借方ノ此ノ

任ヲ負う

条二褐ケタル認定ヲ得ダル

ルトキハ之ヲ取戻スコトヲ

如キ関係ナルコトヲ知リテ

（同上）

｜トキハ会社ノ債務ヲ済了シ

主ハ清算人二対シテ其権利
ノ承認及上損害ノ賠償ヲ求
ムルコトヲ得

間二主張ス可キ旨ノ催告ヲ

第二百五十二条清算人ハ卸
任ヲ得ダル後商業登記簿一一
清算結了ノ登記ヲ受ケ且之
ヲ公告ス其公告ニハ清算一一
付キ生シタル会社二対スル
請求アレハ之ヲ三カ月ノ期
附ス其請求アリタルトキハ

清算人二於テ之ヲ弁了ス

得清算人力貸方借方ノ此ノ

為シタル支払ニシテ其受取

第二百五十三条清算中二現
在ノ会社財産ヲ以テ会社ノ
総債権者一一完済シ能ハサル

如キ関係ナルコトヲ知リテ

コトノ分明ナルーー至リタル

為シタル支払一一シテ其受取

￣‐
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ダル請求ヲ弁了シタ

取締役ハ左ノ場合二於テハ

ノ場合一一於テハ五円以上五

於テ総会ノ招集又ハ

第一一会社解散ノ場合二

ヲ為シタルトキ

又ハ之二不正ノ記載

第一株主名簿ヲ傭ヘス

十円以下ノ過料二処セラル

第一株主名簿ヲ備ヘス
又ハ之二不正ノ記載

一一処セラル

五円以上五十円以下ノ過料

任ヲ得タルコト

所ノ命令一一因リテ卸
ヲ為シタルトキ

クルトキ

株主ヘノ通知ヲ怠リ

第二会社解散ノ場合一一

於テ総会ノ招集又ハ
タルトキ

株主ヘノ通知ヲ怠リ

取締役ハ左ノ場合一一於テハ
二百円以下ノ過料二処セラ

ノ場合一一於テハニ十円以上

第二百五十八条槻珂封祖川 第二百五十八条取締役ハ左

第一第二百十六条ノ規
定二反シ株金ノ全部

其清算ノ結果ハ亦清算人ヨ

ニ十円以上二百円以下ノ過
料二処セラル
第一第二百十六条ノ規
定二反シ株金ノ全部
ルトキ

又ハー分ヲ払戻シタ

省一一届出ツルコトヲ要ス

第二第二百十七条ノ規
定二反シ会社ノ為メ

第二第二百十七条ノ規

第四節罰則

十円以下ノ過料二処セラル
其株券ヲ取得シ又ハ

定二反シ会社ノ為メ

ル

第二百五十六条業務担当ノ 第二百五十六条業務担当ノ
ルトキ

又ハー分ヲ払一民シタ

リ地方長官ヲ経由シテ主務

ノ場合一一於テハ五円以上五

任アル社員又ハ取締役ハ左

ルコト

券ノ其効カヲ失ヒタ

第六会社ノ株券又ハ債

置ヲ為シタルコト

類ノ貯蔵一一関スル処

第五会社ノ帳簿及上書

第四総会ヨリ又ハ裁判

ルコト

第四節罰則

ノ場合一一於テハ五円以上五

任アル社員又ハ取締役ハ左
十円以下ノ過料一一処セラル

記ヲ受クルコトヲ怠

第一本章一一定メタル登

其株券ヲ取得シ又ハ

記ヲ受クルコトヲ怠

第一本章一一定メタル登

サルトキ

質二取り又ハ公売セ

第二百十九条ノ規定

第三第二百十八条又ハ

サルトキ

第二百十九条ノ規定

第三第二百十八条又ハ

質二取り又ハ公売セ

第二登記前二事業。濁
第二登記前二劃第シタ
ルトキ
尹シタルトキ
第二百五十七条翔剛刃昌剣凹川 第二百五十七条取締役ハ左

ノ開始ヲ為スコトヲ

リタルトキ

一一反シ利息又ハ配当

怠リタルトキ

リタルトキ

一一反シ利息又ハ配当

金ヲ株主二払渡シタ

箱、財産現在高帳簿

合一一於テ会社ノ金

第四二百二十五条ノ場

査ヲ妨ケ又ハ求メラ

及上総テノ書類ノ検

箱、財産現在高帳簿

合一一於テ会社ノ金

第四二百二十五条ノ場

規定二反シ債権者一一

第一第二百四十四条ノ

一一処セラル

十円以上二百円以下ノ過料

算人ハ左ノ場合一一於テハ一一

及上総テノ書類ノ検

トキ

支払ヲ為シ始メタル
第二第二百四十九条ノ
配ヲ為シタルトキ

規定二反シ株主一一分

第二百六十一条前数条二褐

ヲ得

ケタル過料ハ裁判所ノ命令
ヲ以テ之ヲ科ス但其命令一一
対シテ即時抗告ヲ為スコト

過料ノ弁納二付テハ業務担
当ノ任アル社員、取締役又
ハ清算人連帯シテ其責任ヲ
負う

第二百六十二条業務担当ノ
任アル社員、取締役、監査
役、又ハ清算人ハ左ノ場合

（同上）

（同上）

（同上）

金ヲ株主二払渡シタ
ルトキ

査ヲ妨ケ又ハ求メラ

レタル説明ヲ拒ミタ

第二百六十条株式会社ノ清

ルトキ

レタル説明ヲ拒ミタ
ルトキ

合資会社ノ業務担当社員力
第百五十三条ノ規定二反シ

ルトキ

合資会社ノ業務担当刈田司

川社員列Ｎ瑚繍倒力第百五

メタル罰則ヲ之二適用ス

利息又ハ配当金ヲ社員一一払
渡シタルトキハ亦本条二定

十三条ノ規定二反シ利息又
ハ配当金ヲ社員一一払渡シタ

（同上）

ルトキハ亦本条二定メタル
罰則ヲ之二適用ス

第二百五十九条株式会社ノ
清算人ハ左ノ場合一一於テハ
十円以上百円以下ノ過料一一
処セラル

定メタル公告ヲ為ス

第一第二百四十三条二
コトヲ怠リタルトキ

第二規鰯一一一一晒畑朏嘩燕約一
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一一於テハ五十円以上五百円
以下ノ罰金二処セラレ情重
キトキハ罰金二併セ｜年以
下ノ重禁固二処セラル

第一官庁又ハ総会一一対
シ書面若クハロ頭ヲ
以テ会社ノ財産ノ現

ハ実況ヲ隠蔽シタル

況若クハ業務ノ実況
一一付キ故意二不実ノ
申立ヲ為シ又不正ノ
意ヲ以テ其現況若ク
トキ

第二公告ノ中二詐偽ノ
ヲ隠蔽シタルトキ

陳述ヲ為シ又ハ事実

前二褐ケタル者ノ外会社ノ
他ノ役員及上使用人力之卜
共二犯シタルトキハ亦右ノ
罰二処セラル

第二百六十三条発起人力株
式申込二付キ詐偽ノ記載ヲ
為シタルトキハニ十円以上
二百円以下ノ罰金二処セラ
ル

串Ｔｌ一コ

（同上）

刑事手続の最前線（五）（編集責任・渡辺修）

（以下略）

第五節共算商業組合

第二百六十四条前二条二褐（同上）
ケタル罰一一処スルーーハ刑事
裁判上ノ手続ヲ以テス

第五節共算商業組合
（以下略）

外国人事件と弁護の難しき
ｌあるナイジェリア人の強盗事件からＩ

弁護士（大阪弁護士全和田重大
＊本稿は、’九九四年四月三日開催した「外国人と刑事手続」研究会の報告をまとめたものである。

はじめに事案の説明

―私がこれまでに担当した外国人刑事事件（要通訳刑事事件）のうちの一事例を通して、外国人刑事事件につ
き日頃感じてきた問題点につき、いくつかを指摘していきたい。まず、事案の説明をする。本件は、私が一九九
一一年の蟇に国選弁護人として受任した事件であり、罪名は強盗罪であった。

一一被告人の身上及び日本滞在歴等被告人Ｘは、犯行当時一三才の男性で、国籍及び出身地はナイジェリア

連邦共和国である。ナイジェリアにおける公用語は、諸部族一一一一口語と英語であるが、右のうち諸部族言語は大まか
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