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ょぅに、社会科学をやる人間はできる限り、できる限りではなく努めて、日常起こってくる社会現象、経済現象、
これに関心を持った上で学問をしていただきたい。それを希望して私のお話を終ります。どうもありがとう。
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昭和一三年会社法改正の歴史的展開。第一
ｌ改正への胎動から改正要綱をめぐる議論までＩ

はしがき
平成六年度に、「明治初期における金融機関の発達と株式会社法の移植」を主題として、浜田道代教授（名古屋大学）

と伊藤紀彦教授（中京大学）が共同研究を開始された。この研究は、平成五年度の財団法人全国銀行学術研究振興財団
の研究助成を受けることとなった。右の共同研究は、その後さらにその対象をひろげ、株式会社法移植以降のわが国の
会社法改正の歴史的展開をも視野に含めることとなった。私も右の拡大された共同研究に参加させていただくこととな

り、昭和一三年の会社法改正を担当することとなった。本稿は、私の担当部分の研究の一一一一口わば入り口にあたる部分を、
資料の整理を兼ねて、さしあたってまとめたものである。
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第一章法改正の背景となった環境の素描
第一節企業社会をめぐる一般的概況
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一大正九年三月一五日、東京市場で株価が暴落し、市場は一六日から一一日間にわたり立会停止となった。これが

一一一

年る。この時期の景気の熱狂度は、海外のそれをはるかに上回るものであったといわれている。

く玄（３）

社値が一月に記録した一八三円一○銭であったものが、大正九年一一一月には、同年の最高値、五四九円を記録してい

法

虹好況は継続した。この戦後景気はきわめて激甚なものであり、たとえば東京株式取引所株価は、大正八年の最安

の弱点であった財政資力の貧弱さを短期間に一掃した。さらに、大戦終結後においても、戦後景気の現出によって

歴

如であったと評価し、えよう。わが国の近代企業は、この大戦の問に巨大な利潤をあげ、従来わが近代企業の最大の

勺

展躍的発展を培う契機となったが、これはすでに日露戦争後に勃興した各種企業という基盤があったがための成果

開

・右の事態を一変させたのが大正三年八月に勃発した第一次世界大戦であった。この大戦は、わが国の経済の飛

困難に 陥っていた。

（１）

るいは拡張された事業の少なからぬものが、施設過剰および技術的な未熟さを原因として赤字経営を続け、経営

大正初年、日露戦争後に到来した企業勃興熱はすでに過去のものとなっていた。そして、日露戦争後に新設あ

正期を迎えたわけである。

これによって保護関税制度が本格的に発足し、国内の各種産業が近代企業として成長しうる環境が整備され、大

前回の商法改正がなった明治四四年、わが国は明治期を通じての懸案であった関税自主権を全面的に回復した。

、

昭戦後恐慌のはじまりである。これを境にして、戦後星皐気は急崩壊する。いわゆる「大正九年の大反動」である。

和
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同年四月七日には、再び株価が暴落し、東京・大阪市場とｊｂに同月一一一日まで立会停止となった。この一連の大

反動で、、王要株式の株価は、五六パーセントから八一一パーセントの惨落をみたという。この結果、国民にひろまっ
た株式投機熱は大きな痛手を被った。

右の大反動は、少なからぬ企業に深大な打撃を与えたが、その当時、すみやかに破綻を公表し、整理を徹底的
に断行したものはその一部にすぎず、より多くの企業は、表面を粉飾して事業の大きな傷を内攻させた。無理を
（８）

続けて欠損はますます膨大となり、そのしわ寄せは銀行の不良貸付額の累増となって秘匿されることになった。

そして、かかる弥縫が行き詰まって最後の破局にきたのが昭和二年の金融恐慌であった。一方、この大反動によっ
て、破綻解散の道を歩まざるをえなくなった企業も少なくなく、かかる企業の強大企業への吸収、合併という形
（９）
での整理も少なからず進展した。わが国における企業集中がＪもっとも飛躍的に進展したのも、この時期であった。
昭和一一年一一一月一五日、東京渡辺銀行、あかぢ貯蓄銀行の破綻休業に端を発した金融恐慌は、同年四月一八日、
（Ⅲ）

台湾銀行が台湾島内店舗を除いて休業したことによって決定的な局面を迎える。巨額の不良債権の破綻が原因で
あった。株式市場は恐慌相場を呈するとと９℃に、各地で取付け騒動が頻発した。

右の金融恐慌は、五大銀行（三井、一一一菱、住友、安田、第一）への預金の急激な集中をもたらす結果となり、

金融再編への道をひらくものとなった。そして、再編された金融機関を通じて、さらに企業の集中、系列化が進
行した。同時に、大正九年以降、無理な経営を重ねてきた各種企業の整理淘汰も進み、いわゆる大財閥形成の完
（ｕ）

成尖とみた。

昭和四年一一月二一日、浜口雄幸内閣は「金貨幣または金地金等の輸出取締令を廃止する大蔵省令」を公布し
た（昭和五年一月二日施行）。すなわち、金解禁の断行である。しかし、この金解禁は、昭和四年一○月一一四

Ⅱのニュー・ヨーク株式市場大恭落に始まる世界恐慌と相俟って、体力の弱っていたわが国の経済に深刻な打撃

を与える結果となった。この後、わが国の経済は、昭和六年九月一八日に勃発した満州事変を契機として大陸開
発の需要にその活路を見出そうとすることになる。

右のように、大正期から昭和初期の間を通じて、わが国の企業は、未曾有の好景気とそれに続く大反動そして
大恐慌という両極を経験したわけである。昭和一三年商法大改正は、かかる一般的概況の蓄積の上に、昭和初期

に浮上してきたものであった。個別具体的な事情は、以下で概観することにしよう。
第二節統計面からみた会社の概況

まず大正期から昭和初期にかけての、わが国企業の実態を各種の統計を通じて分析してみよう。

表Ｉは、国税庁の統計をもとに作成した大正期から昭和一○年に至る会社組織別法人数の推移を表わしたもの

である。ただし、大正九年以前は休業中の会社数を含む。大正一○年以降は休業中および解散しまたは合併され
た会社数は含まれていない。

表Ｉによれば、大正一○年に至るまで、わが国の会社数は順調に増加の一途をたどっており、とりわけ大正六

年から一○年に至る株式会社数の増加が顕著である。大正八年には組織別会社数で合資会社を抜いて一度は首位
に立っている。しかし、前述した大反動の影響のためであろうか、会社総数は大正一一年から一三年にかけて、

大正一○年のそれを下回る。注目すべきは、株式会社数の増加率の著しい鈍化であり（合資会社のそれと比較す

ればより明瞭である）、株式会社数が大正一○年の水準を上回るのは、ようやく昭和八年である。会社数でみる
かぎり、わが国未曾有の好景気とその後の大恐慌の影響が如実に反映されているのは、株式会社のそれであると
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が著しい。資力の比較的脆弱なかかる規模の会社に、大正不況の影響が甚大であったものと思われる。この点は、

資本金五○万円以上五○○万円未満の株式会社は、大正一○年以降、社数および出資金額ともに増加率の鈍化

ては、むしろ小会社の増加が著しい。

倍以上の増加をみている。｜方、合資会社における会社規模の拡大傾向はさほど顕著ではなく、合資会社にあっ

○万円以上の株式会社数はわずか五二社にすぎなかった。この規模の株式会社数は、大正期を通じて、実に一二

特徴のひとつは、株式会社における資本金規模の巨大化であろう。ちなみに、大正元年末には、資本金額五○

級別の会社数および資本金額を示したものである。

衣Ⅱおよび衣Ⅲは、崎Ⅱ省の統計に基づく大正四年から昭和一○年に至る株式会社および〈ロ資会社の資本金階

明治45年

は合併
株式 株式合 相互
会社 資会社 会社 の会社 会社 の会社

〈ロ〈室 名社 △ロ〈雪 資社
総数

休業中 新設の 解散又

組織別
年次

分極化が進行したものであるといえよう。
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社の発達があり、また一方で個人経営からの法人転換による小会社の着実な増加がみられるという、会社規模の

右によれば、株式会社にあっては、大正期および昭和初期において、｜方で資本金規模の漸次拡大による大会

れる。

なく、税制関係から個人経営の中小企業が会社形式に転換したからである。同様の傾向は、小規模な合資〈室社に

〈皿）

いる。とりわけ、資本金五万円未満の会社数および出資金の増加が堅調であるといえよう。これは、不況に関係

資本金二○万円未満の株式会社数は、大正一一年に前年比減少をみたものの、以降はほぼ着実な増加を示して

同規模の合資会社についてもいえることであろう。

分社おない同が

(26）２６
(２７）

い、えよう‐

３４５

大正２年

』

１２３４７９０５６８？，Ｐ０－’１４ＰＩＯ６‐８二ｆｄし凡ｒ・一色Ⅱ几円、『岸ｈＵ｜ｎｕｘイリ〃】 ７９０１２３５‘８６４‐ｌ－ⅡＪ。口’●〃Ｐ■、丁．田ノ』ｒ沢しＦ・【出回▲Ｕｎ／】ｑ｛，） ？Ｄｙ▽７１９２５３０６１０６４８８日Ｉ巴ＪＬＢ『弓〃、閂凹４（ｕⅢｍＵｇ▲【２，ｌ７１‐１０．〃ⅡＩＦ卜し一ＪｒＬ５が、ノム『］ｎｕＵｘｈ １ｆＩ８７４２４５６７８０９３１？▼Ｏｉ口日匹’〃＆．曰ⅡⅢＪＬＦ■Ｔしｊｎｕｏ【▲扣団列笠ｈＵ尻□〉
2７

(表Ｉ）会社組織別法人数（明治45年～昭和10年）
極の右いくる資規著
化発にて、.本模し
が達よ（）税と金のい
進がれみ制りこ合゜
行あばら関わ○資資

神戸学院法学第25巻第１号
昭和一三年会社法改正の歴史的展開・第一部

－＝出全＝二心４￣缶---ニー己一ユ･一二一一一一~・ヤワニ■3６１－－－￣'堂エーL■▲－，－￣－－－＝－－－，－■－－－いいｴｰｰﾕD-P--■L~_｡－－－－－－■ﾆｰｰｰｰｰ､－－－℃ト

四国

需額１．０[][］ロロ
(単位金額Ｌ０００円）

総数

年次
社数
大正４年
５
６
７

８
９
１０
１１
１２

１３
１４
１５

昭和２年
３
４
５

６
７

８
９
10

IＤ

出資又は
公称

～５万円未満

5～1０

社数 出資又は 社数
公称

iR寶又縁

10～2０

社数

出資又は
公称

20～5０

社数

出資又は
公称

50～100

社数

出資又は
公称

100～500

社数

巽資又縁

４５７３１４ ０１

３５２ １８７Ｆｆ０Ｌグー

７

８

'０
１１

１２

１３
１４
１５

昭和２年
３
４
５

６
７
８

９
１０

６７８９０●４ ８２１６５９ １２３４７５６０８９ ２３５７６１０４

１

１

２３ ９１３０

１０

出資又は 社数
公称

出資又は
社数
公称

出資又は
公称

50～100

20～5０

10～2０

5～1０

社数

lR資又鶴

社数

出資又は
公称

１

３３７

100～500

社数

出資又は
公称

(単位金額1,000円）
500～1000

社数

出資又は
公称

1000万円以上

社数

出資又は
公称
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(表Ⅲ）合資会社資本階級別会社数および資本金（大正４年～昭和１０年）

大正４年

社数

出資又は
公称

９０
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巖

500～1000

（、囚）

中［雛鞄禺鰕卦坦盤朴瓜揮

(表Ⅱ）株式会社資本階級別会社数および資本金（大正４年～昭和10年）
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６３

総平均（42社）

100

５

５

6１

染色工業（１０社）

100

５

３

5４

機械工業（５社）

１００
100

７

？。

4７

１０６

化学工業（７社）

100

1１

４

4３

6３

飲食物工業（３社）

100

８

７

5５

－－－
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雑工業（３社）
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1１

1３

6７

６７

電気瓦欺業（３社）
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５

５

9０

3８

鉄道軌道業（３社）

１００
100

７

９

7１

5８

船舶業（３社）

１００
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３

７

8２
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鉱山業（３社）
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５

５

5２

7１
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力以上の商配当を要求する風潮が強かったが、この
（肥）

傾向は、大正期から昭和初期において、さらに顕著
となった。すなわち、この時期は、〈室社に対する長

期的投資家としての株主ではなく、株主の大衆化の
（⑲）

進行にともない、投機家的株主が増大した時期であ
（、）

る。これと同時に、いわゆる一株、王もしくは「会社

ゴロ」と呼ばれる株、王の出現をみた時期でもあった。
また、株式の拡散は、一方で会社の所有と経営の分
離の進行を促すこととなった。
いわゆる大株主もまた配当偏重主義者が多かった。
かかる大株主の思惑は、高配当の要求のみならず、
目先の株価吊上げ工作としての合併や増資の強要と
（皿）

いう形で発現し、健全な会社経営を妨げる弊害とな
った。もっとも、このような弊害は、法による干渉

を待たず、生命保険会社の株式投資への進出、企業
の系列化の進行、企業規模の拡大による大株主の資
力の相対的低下、債権者たる銀行の影響力の増大、
｜般株主の成長等の要因によって、昭和七、八年頃

3０

町ｈｗＬｈ阯弧汁トーーールーＩＩＴ腓Ⅲ乍昨臥川ⅢⅢ腓Ｌいり‐いいⅢトレトート１１１，ⅢⅡいＩいい，け』｝幹」←ル駅いい．Ⅲ１１．４州仏〆，－１挺｜Ｐ

第三節企業の経営をめぐる概況

大正期から昭和初期という時期は、経営史学的側面からみた特色として、会社役員による経営素乱が多かった
時期であったということができる。多くの会社が、大正九年以来の大反動に対する事業整理が不徹底であったに

られた。

もかかわらず、会社役員および大株主の「その場主義」的立場から、粉飾決算によって利益を計上して蛸配当を
続けた。しかもその利益処分は、可能な限り高額の株主配当と役員賞与とを得るために、将来の会社事業に必要
（、）
な資金までも一一一一口わば分捕り的に分配してしまったのである。「我が国会社重役の報酬賞与金等は過大にして、所
謂不労所得の性質顕著なるものあり。分配の不適正、是より甚しきはなく、社会思想を悪化せしめる重大原因な
（ｕ）
るは明かなり。殊に半官的銀行〈二社の重役が、莫大なる報酬を取得するは世界に殆んど類例なき有様なり」と、
（通）
社会的非難を招いたほどである。さらに、会社役員たる地位を濫用して私腹をこやす北自徳行為もまた、顕著にみ
（妬）

いたようである。

右の実情の下、単に報酬を得ることのみを目的に、同一人が多数の会社の役員を兼務するという弊風が生じた。
すなわち、会社制度発足の当初は、信頼に値する専門的経営者の発達が未成熟であったため、信頼の厚いいわゆ
る財界名士を発起人に列し、会社成立後はこの者を役員に就任させるという方法が、株主（投資家）を勝ち取る
（Ⅳ）
有効な方法であったため、多数〈室社の役員を同一人が兼務することが通常であった。しかし、大正期から昭和初
期にかけての役員の兼務は、単に自らの利己的立場から、もっぱらその高額な報酬を目的とするものに変質して

「１

一方、株主の会社に対する姿勢はどうだったのであろうか。第一次大戦を契機とする好況は、大衆の株式投資
熱を招き、これは一面で一般株主の成長を促す要因となった。この時代の一般株主は、目先の利害から会社の実

(表Ⅳ）利益金中重役賞与の率（工業倶楽部調査）

３０）

(３１）
3１

大正13年
下期

大正８年
下期
(％）

重役賞与金（％）
利益金

神戸学院法学第25巻第１号
昭和一三年会社法改正の歴史的展開・第一部

=蕊；
Ⅳ

学

（犯）

までに徐々に改善傾向をたどったようである。
・釦
３

なお、この当時の会社の決算純益金に対する役員の賞与金と株主配当金との率は、 表Ⅳのようなもので．あった。幻
第四節若干の
の重要な論点に関する概況ｌ法と実際との乖離

雛⑪権利株の譲渡
一戸

学明治四四年商法
明治四四年商法は、’四九条但書において、株式は本店の所在地における設立の登記をなすまではこれを譲渡
（羽）

神しまたは譲渡の子
しまたは譲渡の予約をなすことができない旨を規定して、権利株の譲渡を禁じていた。そして、解釈上、権利株
（型）

の譲渡は、会社に対してのみならず当事者間においても無効と解されていた。しかし、実際〈云社にあっては、右
の禁止規定がまったく無視され、権利株の一冗買が公然と行われていた。すなわち、第一回払込証に白紙委任状を
（妬）

添付して交付するという方法によって権利株の売買が行われ、取引所においてその相場が公表されている、とい
う状況が現実であった。
（妬）

右の状態を利用して、不当な利益をあげるべく、会社発起人業を行う者がとりわけ日露戦争後に頻繁にみられ
はじめ、この傾向は、昭和初期においても後を絶つに至らなかった。これらの者は、会社事業に出資、経営する

という考えからではなく、発起人として受け持つ株数の権利金稼ぎの目的をもって発起人となり、会社設立を計
画する。そして、誇張的な目論見書を公表するなどの誇大宣伝を行い、設立しようとする会社の人気を不自然に
（汀）

煽り、結果、権利株の相場をせり上げる。そのうえで、自分は株式払込金を払い込むことなく、事前に権利株を
（羽）

売却して逃亡するわけである。場合によっては、発起人と誤認酢するような、賛成人、賛助者といった名をあげて
出資者を勧誘する例もみうけられた。

②取締役

わが国においては、株式会社法の移植後、会社の業務執行に関する合議的意思決定機関という意義での取締役
（羽）

会という経営組織は、明治以降、ついに発達をみなかった。これに代わって、わが国の企業内部では、会社役員
相互の縦の階級的身分制度が時代とともに確実に発達したとい、えよう。

明治前期の典型的な会社経営組織は、「社長ｌ取締役」という短絡的なものであった・なだ商法制定後に
（釦）

おける「社長」の意義は、「法律二於テ特二認メタル呼称一一非サレトモ我国ノ取引上慣用セラルル｜種ノ熟語一一
（皿）

シ一丁会社ノ、王席取締役ヲ意味スル」ものとされた。社長を除く取締役の多くは単なる株主の代表にすぎず、業務

知識もなければ経営能力もなかったし、通常は非常勤であった。したがって、商法が各取締役に〈三社代表権と経

営執行権を付与し、取締役全員に対等の地位と役割を与えていた（明治三一一年商法一七○条）のは、現実の会社
経営遂行のうえで必ずしも適切ではなかったといえよう。
（躯）

実際界において明治三○年代に確立した会社役員組織住「社長ｌ専務取締役（一名｝ｌ取締役」という
垂直的階層であった。商法が取締役に明確な権限と一貝任とを付与した結果、単に出資者たる資格においてのみ取
（銅）

締役になろうとする傾向の低下を招き、かつ、取締役たることに識見才能および責任意識などが必要となったの

で、常勤の専門的経営者が必要となったわけである。このため設けられたのが専務取締役という地位である。し
たがって、専務取締役は専門的経営者たる性格が濃厚であったといえよう。彼らには高給が与えられていたので

その所得によって有力な株主の一員となる可能性がひらけ、多くの場合、彼らはそれによって役員組織の中での
（鈍）
地位を確実なものにすることに努めた。専務取締役の地位は明治末期から大正初期にかけて動かし難いものとなっ
た。また彼らは、専務取締役とまったく同じ地位という意味でかつ常勤という意味でしばしば常務取締役と

3３（３３）

第25巻第１号

昭和一三年会社法改正の歴史的展開・第一部

昭和一三年会社法改正の歴史的展開・第一部

大正10年における株式会社企業の重役の
構成（東京資本金30万円以上）
社数
重役の構成

１

社長一副社長一専(常)務一取締役
社長一副社長一専務一常務一取締役
社長一専務一常務一取締役

１
社長一取締役

専務(常務)－取締役

（訂）

専務一常務一取締役

８

その他

１ ０

社長一専務一取締役

社長一常務一取締役

取締役

〈記）

（妬）

そう広い範囲にわたって発展している。たとえば、大正期

辨上辮性は、かかる代表権の有無に関係なく進み、大正期にはいっ

批乱即になった。明治四四年商法一七○条は、ようやく株、王総会
飴筋彦の選出による代表取締役の制度を認めたが、取締役の職階

６９

２，Ｊ

卿Ⅷ職位を置くことによって、垂直的階級組織を構成するよう

１よ

跡なる。その際、どの会社ｊＵほとんど例外なしに、複数の専
川仇務取締役を設けることをせずに、従来の「社長１－専務取
加頂締役（一名）」の下に、常務取締役（一名ない‐し一一名）の

資

輪役が一括して担当してきた職務の分担ないし補佐が必要と

３

肪三」らに、企業規模の拡大にとＪＤない、それまで専務取締

以ｊＤ称妄ごれた。

ロ凹

７１５８２９６３
社長一副社長一取締役

はなかった。

（５）

（４）

（３）

（２）

（１）

日本銀行金融研究所・日本金融年表〈増補・改訂版〉（平成五年）二○頁参照。

同前。

高橋亀吉・我国企業の史的発展（昭和三一年）六六頁。

同前六○頁。

高橋亀告白本の企業ｌ経営者発達史一昭和五二年一五九頁．

た。会社計算実務の実際は、右に述べたような形で補われていたにすぎなかったわけである。

の作成方法に関する規定は存在せず、財産評価についての規定は、わずかに商法二六条二項が存在するのみであっ

右のような事情であったから、
右のような事情であったから、当然に商法の計算規定はきわめて不充分なものであった。すなわち、計算書類

諸表の原型となったわけである。

同年一二月に損益計算書の様式を発表した以降のことである。これらは、今日、会社が統一的に作成している財務

（妃）

みるのは、通産省の産業合理局財務委員会が、昭和五年末に標準貸借対照表を、昭和六年一月に財産目録様式を、

貸借対照表、財産目録、損益計算書などの様式も、まったく不統一であった。これらの様式がようやく統一を

の区々であり、かつ金額の不明な点であった」とされている。

三菱経済研究所が昭和初期における各社の経営分析を試みたとき、「いちばん困難したのが各社の減価償却態様

税局の通牒によるｊＵのである。この通牒にはじめて詳細な耐久年数（耐用年数）表が付云」れたわけである。近時、

（蛆）

確にされたのは（商法上の見地からではなくあくまでも税法上の見地からであるが）、大正七年七月の大蔵省主

代から、まず税法上問題とされるに至り、明治四○年代以降、本格的に検討されることとなった。この問題が明

雌も問題とされた点は、減価償却の正当性がなかなか公知されなかった点であろう。減価償却は、明治一一一○年

（虹）（鋤）

からといわれている。しかし、わが国の諸会社がかかる〈奏計制度を導入したといっても、もちろん完全なもので

経営史学上、わが国に洋式簿記・会計がはじめて制度的に一般会社に移植されたのは、明治一一○年代になって
（羽）

③会社の計算

い乖離が生じることとなった。

しいという例も少なくなかった。こうして、 取締役に付された呼称と会社代表権との間に、外部からは判別し難

にあらたに副社長という階層が現われたが、 その実態は、後進者の処遇上の処置にすぎず、その権限はないに等

(表Ｖ）
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（６）

（７）
（８）
（９）

（皿）
（Ⅱ）
（、）

１１
１１

１ｉiｌ
ｌＩ

Ｕｌ

ｉＩ

同前二二一頁。

同前二○九頁。

高橋・注（１）
高橋・注（１）前掲七九’八○頁参照。

日銀金融研究所・注（５）前掲一三四頁参照。

同前七四頁参照。

同前六七’六八頁参照。

高橋・注（１）前掲六七頁。

同前。

Ｊ１

ｌｉ

（、）同前二四五頁。

（肥）同前二四四’一
一四四’二四五頁。

（Ⅳ）同前二一一一一一一頁。

にして不当な利益をあげる方法などがとられた。

優良会社に合併または買収する旨の情報を流し、この間に不良会社の株式を低廉に買い占めておき、優良会社を犠牲

利に自己が保有する株式を売却して不当に利益をあげる方法や、不良会社の資産を過大に評価して、自己の主宰する

（肥）同前一一一一八頁。自己が主宰する会社の株式配当予想を欺隔的に真実とは逆に吹聴して株価を操作し、この間に有

（巧）高橋・注（１）前掲一一三七頁。

（ｕ）昭和三年九月一八日、政友会一
政友会政調理事会が経済審議会に提出を決定した進言書より抜粋。

（、）

ｉｌ

参照。
●

同仙二ｈ－’一一Ⅱ一一Ⅱ参照。

田中耕太郎・改正会社法概論（昭和一四年）四七九頁。

田中耕太郎・会社法概論（大正一五年）三一一一一頁。
田中・注（躯）前》
田中・注（翌前掲四七九’四八○頁。
高橋・注（１）一型
局橋・注（１）前掲一一三○頁。
同前二一六頁参照。

佐々穆「株式会社法改正に関する研究事項⑪」法律学研究二六巻一○号（昭和四年）七八頁。
由井常彦「明治時代における重役組織の形成」経営史学一一一四巻一号（昭和五四年）一一’三頁。
大審院明治四一年一○月一八日判決刑録一三輯八一一一一頁。
野田信夫・日本近代経営史（昭和六一一一年）六一一一五頁。

由井・注（羽）前掲一七頁。
由井・注（羽）一一
同前一三頁参照。
野田・注（Ⅲ）一一前掲六三七頁。
同前。

由井・注（羽）一一前掲一一三頁。

野田・注（Ⅲ）前』
前掲六一一一七頁。
同前六五二頁参照。
同前六五三頁参照。
同前。

3６

ｌｌ

（別）佐々穆「株式会社法改正に関する東京商工会議所の発問事項を読む」法律学研究一一六巻九号（昭和四年）九九頁

４１４０３９３８３７３６３５３４３３３２３１３０２９２８２７２６２５２４２３２２
、－－、－〆、－〆、－〆、－－、-－、－〆、＝〆、－〆、－〆～一、－－－－－－－－、=＝、-－､－－、－〆、－＝`

（Ⅲ）高橋・注（１） 前掲二四六’一一四七頁参照。

〆￣へ〆￣へグー、￣へグーへ／￣へ〆￣へ〆￣へグーへ／￣へ－－へグーへ〆￣ヘグー､グー､－－へ〆￣、－－へグーへ〆－－，

３６）
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（蛆）同前六五一一一頁。

第二章法改正への胎動
第一節緒言

第一次世界大戦後における欧州諸国の会社法改正の動きは、昭和期になってわが国にも伝播した。かかる動き
（蝿）

を一言で示すならば、一九世紀以降第一次大戦に至るまでの間に高調の最頂点に達した個人主義的資本主義をあ

る程度において制限しようとするものであった。とりわけ、国家社会、王義または全体主義的思想の台頭は、個人
主義的法律思想の相対的凋落をもたらしたようである。この傾向は、会社法にも影響を与えることになった。た

とえば、当時において次のような記述がみられる。すなわち、「会社もまたその対外関係において社会団体の一

員として国民経済的見地その他からこれが制限を被るのみならず、その対内関係においても一の団体を形成する
（“）

ものとしてその組織に関し、株主平等の原則？大株主専横の抑止、その他資本家相互間における個人主義的放悲
に対するこれが制限を受けるのである」。

右に加えて、先に概観したわが国固有の事情がある。かつてない経済の異常な好況と各産業分野における企業
（妬）

の飛躍的発展へおよびこれに続く未曾有の経済破綻という経験。これらを通じた経済社会構造の変革は、わが国
の商法の不備を浮彫りにした。商法改正をせずして経済の需要を満たすことができなくなったわけである。
第二節東京商工会議所の活動

商法なかんずく会社法改正への具体的な動きは、卜まず民間が主導する形で開始された。

（妬）

昭和四年五月、来京商工会議所は、いちはやく商小関係法規改正準術委只会を設折し、独自に商法改正の研究
に着手した。同委員会は、学者、法曹家、実務家によって構成されていたが、この委員会は、さらに主査委員数
名を選任して、彼らが、王導して研究が進められた。

右の委員会は、昭和四年末に、それぞれ確定事項三一項目、研究事項四六項目および発問事項一一一一項目をまと
め、公表している。これらは、主として実務上の需要に耐えない商法の不備を中心にまとめられたもので会社
総則、株式会社の設立にはじまって解散および清算を含めた多岐の項目にわたっている。ひとつの事項で多数
の論点を含むものもあるが、確定事項および研究事項の論点を、各事項に付された数字によって整理すると、以
下のようになる。

会社法総則：．…確定事項⑪ないし③、研究事項⑪および②

株式会社の設立……確定事項側ないし⑥、⑪、研究事項③ないし⑪
株式……確定事項いないし⑩、研究事項㈹ないし⑰
株主総会……確定事項⑪ないし⑪、研究事項⑲ないし⑰
取締役および監査役……確定事項⑭、研究事項㈱ないし伽
会社の計算・・・・・・確定事項⑮ないし伽、研究事項⑪ないし卿
社債……確定事項⑲および剛、研究事項卿ないし鋤
定款の変更……確定事項⑪ないし伽、研究事項側および側

９
３

主張の主要点を概観すると、大小会社区分の問題（研究事項⑪）、△云社濫設による弊害の防止（研究事項側な羽

解散および清算・・…・確定事項㈹ないし剛、研究事項㈹ないし㈹

3８
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いし⑨）、会社の資金調達の多様化（確定事項⑪、伽）、少数株主権の行使とその濫用との調和（発問事項㈹）、
会社の財務関連規定の明確化および会社情報の開示（発問事項、、⑧）などが含まれている。
（仰）

東京商工会議所がまとめたこれらの事項は、企業実務家がその中心となったこともあり、企業活動の自由を妨

げる法律の過度の干渉を好まない、いわゆる自由、王義、不干渉主義的傾向が強いとの評価がなされている。
第三節政府の動向

昭和四年五月一三日、田中義一内閣は、勅令第一一八号をもって法制審議会官制を公布し、即日施行した。こ

の法制審議会は、内閣総理大臣の監督に属し、その諮問に応じて重要な法律制度を調査審議し、それらの事項を
関係各大臣に建議する権限を有するという性格のものであった（同勅令一条）。

法制審議会は、まず経済社会の需要に耐えられなくなっていた商法改正の審議を優先的に開始することを決定
（蛆）

した。同年七月二日、田中内閣は総辞職し、浜口雄幸内閣が成立したが、浜口内閣も右の方針を踏襲することと
なった。

また、右の法制審議会の動きとの関連は必ずしも明らかではないが、司法省も同年において商法中改正を要す
（⑲）

（卯）

べき点につき、関係各方面に諮問を行っている。この司法省の諮問に対する答申資料として、調べた限りでは、

東京弁護士会および東京商工会議所の意見がある。前者の意見においては、たと、えば、会社の表見代表者の規制
（意見第六）、記名株式の譲渡方法の改善（意見第一八）、会社財産の評価基準に対する具体的提言（意見第一一八）

などが注目される。また後者の意見はへ先に公表された同会議所改正準備委員会における研究を一歩進めた内容
のものであると評価しえよう。

いずれにせよ、商法改正に向けて政府が実画的な活鋤を冊飴したのは昭和四年のことであった。
第四節学会の議論状況

学会においても、各界の動きと規を一にして昭和四、五年頃から、会社法改正への具体的提一一一一口がみられはじめ
る。とくに、昭和一一年の金融恐慌およびこれに関連した企業破綻への反省から、とりわけ会社計算規定および監
査規定の整備が急務であるとの認識が目立つようである。たとえば、監査役の資格を株主に限定している商法の
（皿）
規定（明治四四年商法一八九条・’六四条）を見直し、その専門知識のある者を任用し易くすべきである。〈室社
（宛）
計算に関する規定はわが〈云社法上もっとも不完全なもののひとつである。会社の経営の健全化は、計算の公表が
（認）

肝要であるが、そうとすれば、決算報告における財産評価に関する規定の整備が不可欠である。以上のような、王
肝要であるが、そ、

張がなされている。

法改正への胎動がみられはじめたこの時期に、その後の学界における商法改正論議の方向づけに一石を投じる
（別）

論稿が公表された。昭和五年に田中耕太郎博士が公表された「株式〈室社法改正の基本問題」と題される論稿であ

（弱）

田中博士は、法律制度の無力、不完全および社会生活と法律規定との間の間隔が、株式会社法の範囲において
（宛）

最も顕著であると指摘され、この認識に立って、会社法ことに株式会社法の研究にあっては、社会生活の現実こ
とに法律実在を眼中におかなければならないとされる。そして、「生ける株式〈云社法」すなわち、単なる法条の
（訂）

解釈または伝統的な概念の体系の研究を超えて、「法律の事実的方面の探求」という研究をもなすべきであると
説かれた。右の「生ける株式△奉社法」の探求は、具体的な商法改正論議のうえに、次のように反映されている。
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（卵）

第一に、立法者は、存在の世界において行われる諸原則を顧慮し、法をして現実の社会生活より遠ざかることな

からしめ、社会的需要に応ずる法を制定しなければならない。第二に、商法のような変遷発達きわまりない経済
（副）

を基礎とする法律の範囲内においては、常に新たな経済上の必要性が発生し、それが従来の一般原則に対する特
別の法律的取扱いを要求する事態が生じるが、この点を考慮しなければならない。

第一の観点から、田中博士が例をあげて具体的に提一一一一口された論点は、およそ以下のようなものである。すなわ

ち、①欧州における設立免許主義が採用されていた時代および場所において意味のあった株式合資会社を、沿革
（帥）
を無視してわが国に輸入しても｛疋着しないのは明らかであり、この制度は廃止されるべきである。②記名式株券
の譲渡は、株主名簿の名義書替えがその対抗要件とされているが（明治四四年商法一五○条）、現実には、名義
書替えの請求を委任する白紙委任状を添付してこの種の株券を譲渡する商慣習法が確立し、著しくその移転が円
（ｕ）
滑になされ、株式は商品のように取引され、取引所能力を有するに至っている。これによって、記名式株券が譲
渡当事者間においても無記名証券のように流通することを認めていなかった商法一五○条の規定の精神は没却せ
（⑰）
られた。しかし、商法は、記名式株券を一一八一一条所｛正の有価証券と認めていないので、同条によって準用される

（侭）

四四一条（手形の善意取得の規定）の保護を記名式株券に与えていない。この結果、かかる株券の譲渡が法的に
不安｛正になっているから、裏書譲渡と善意取得とをかかる株券に認めるべきである。

（“）

第二の観点からは以下のように説かれている。まず、①経済の要求は、形式的な法律概念を無視して新たな混
血児を生み出す。その例が株式と社債との接近である。経済が社債権者団体の制度や転換社債の制度を要求して

いるならば、改正においてこれを考慮すべきである。②現実に進行している企業集中の傾向が、株式〈云社法に影
響を及ぼすかどうか研究すべきである。会社企業間相互における組織的拘束、すなわち行為法的、債権法的、’

飼一

時的にあらざる会社の組織に彩郷を及ぼすところの身分法的、継続的な関係を眼中におき、立法に際してこれに
Ⅲすうの研究をなす必要がある。

なお、第二の観点から、小規模または家族的会社における株式会社法の厳格性の緩和と有限責任の要求を兼ね

、－〆、－－－－－～－－、－－、－－､－－、－－－－－～－－－－－、－〆、－〆－－－

（妬）

佐々穆「社会的経済的事実に即したる我国現時の株式会社法改正の要諦」法律時報二巻一号（昭和五年）一頁。
大竹緑「会社法改正の一重要問題」法律春秋五巻七号（昭和五年）’○二頁。
菅原菊志・企業法発展論（平成五年）一一六’二七頁参照。

佐々・注（咄）前掲二頁参照。

升本重夫「株式会社法の改正と有限責任会社制度」法曹公論三一一一巻三号（昭和五年）六頁参照。
佐々・性（咄）前掲二頁参照。

東京弁護士会の答申書は、東一
一会の答申書は、東京弁護士会会報八巻二号（昭和五年）五一一頁以下に掲載されている。
東京商工会議所の意見は、商｝
云議所の意見は、商工月報六巻一号（昭和五年）’二九頁以下に掲載されている。
山辺常重「〈
「会計士法案の急務と商法改正の要点」簿記世界一三巻七号（昭和四年）’六’’七頁参照。
（妬） 前掲九頁。
佐々・注令

上田貞次郎 「株式会社の経営上の本質と其法律」法律時報一一巻一号（昭和五年）一一一、一三頁参照。
田中耕太郎 「株式会社法改正の基本問題」法学協会雑誌四八巻一号（昭和五年）三五頁以下。
同前四二頁。
同前四一頁。

(４２）４２

4３（４３）

て充足するため、有限責任会社または私会社のような新たな制度を採用し、「現在の株式会社制度において失わ

５６５５５４５３５２５１５０４９４８４７４６４５４４４３

れる社会的エネルギーの無益なる消耗を防止すること」がよいと説かれている。
＝～グーへ〆￣へ／￣、〆■、￣～グー、〆￣､〆￣へ〆￣、〆￣ヘグーへ〆￣へグーへ

需轤！
￣￣

癖霧！

６６６５６４６３６２６１６０５９５８５７
、－〆、-〆、－〆、－－、－－、－〆、－＝、－〆、_〆、－〆

同前。

同前四五頁。
同前四九頁。

田中・注（別）前掲一一一一二頁。

同前四五頁。

田中・注（別）前掲四六頁。
同前四七頁。
同前五○頁。

同前五四’五六頁。
同前五○頁。

第三章商法改正要綱をめぐって

（ね）

に関する規定を設ける］曰を述べたものである。
十六）。

｜勺小】〔ｗ］

』ウハロ、叩）‘ご

（町）

（花）

（布）

第一一章合名会社、第一一一章合資会社に関する、王要な改正点は、社員の責任の加重および債権者の保護を図り（要
（巧）

第一章総則に関しては、会社に対する裁判所の解散命令の規定を拡張した点が、王要な改正点である（要綱第一一

（洞）

要綱第一一十三は、特別法をもって欧州の有限責任会社法または英国の私会社のような特別の会社を認め、これ

挙げてみよう。

第一一編会社を中心に、要綱の起案に当たられた松本丞へ治博士がとくに重要な項目として一一一一口及されているものを

あてられ、第一一編会社に関して一八四項目（第一一十三ないし第一一百六）があてられている。

商法改正要綱は、全一一○六項目からなる。このうち、第一編総則に関して一一二項目（第一ないし第一一十一一）が

第二節改正要綱の概要

れたわけである。以後、会社法改正論議は、右の改正要綱を軸と－）て展開一されることになる。

（ｍ）

一一一一日開催の第一一一回総会から同年七月一一○日開催の第八回総会において審議一）へ（」れたうえ、原案どおり可決議了｛さ

第八回同委員会に至る審議を経て、多少の修正がな一一一、｛」れた後に可決一〉’一、（」れた。そして、主査委員会案は、同年七月

（、）

小委貝会案は主査委員会に上程（〉「（」一れ、昭和六年一月一一一一一日開催の第一一一回主査委員会から同年一一月二七日開催の

起案の術に一岨●「走られたのは松本蕪捕博士であった。

三回の会縦を飯ね、商法一第一綱総Ⅲ一一および第二綱会社に関一する改正要綱案．を作成、公表した。この間、、王として
四・ｍ一口恥」

さらに五名の小委員を選出した。そして、同年一一月一五日から翌昭和五年一一一月一九日まで、小委員会は計四

商法改正議案を主査委員会に付託することとした。同年一一月一日、主査委員会は第一回会議を開催し、ここで

同日ただちに法制審議会第一回総会が催され、原嘉道博士を、主査委員長とする、王査委員を選定するとともに、

何」と法制審議会に諮問した。

閣甲第一四九号をもって、「政府ハ商法ノ規定中現下ノ事情一一適切ナラサルモノアリト認ム、之力改正ノ要綱如

先に述べたように、法制審議会は昭和四年五月に設置された。同年一○月一九日、浜口雄幸内閣総理大臣は、

第一節改正要綱の決定

〆￣、／￣へグー、￣～〆￣、〆￣、－面へグー、〆￣へ〆￣へ

綱第一一一十四および第一二十八）、会社解散の後に会社の継続をひろく認める措置を講じようとする点である（要綱

4４
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■■』・］い」

電露認

（両）

第四十一および第四十一一）。また、会社設立の取梢は、必ず訴をもってすることを要するｊＤのとした（要綱第六
十一および第六十二）。
（泥）

ている。具体的には、財産引受（要綱第七十七）、事後設立（要綱第七十九）に関する規｛正を設け、現物出資者

（ね）

十二）。次いで、発起人が現物出資またはこれに類する行為をなす場合の取締りを旧法よりも厳格化しようとし

第一節設立に関しては、以下が、王要な改正点である。まず定款の作成を公正証書によらしめている（要綱第七

第四章株式会社について、改正要綱はもっとも多くの部分を割いている。（帥）

の財産給付の時期を明確にし（要綱第八十五）、募集設立の場合にも、現物出資または財産引受は定款に記載さ

れているときは、裁判所に検査役の選任を請求して、その調査報告を創立総会に提出させるものとした（要綱第
（皿）

八十七）。発起人が受けるべき特別利益、報酬、現物出資等に関する事項を創立総会において変更するときは、

発起人の議決権行使ができないものとした（要綱第八十八）。三」らに、株金払込みの仮装を防止すべく、会社設

立時の株金払込みの確実化を図っている。すなわち、預合を途絶させるよう、株式申込証に払込取扱銀行または
（皿）

信託会社を記載させ、設立登記申請書に払込取扱者の払込金保管証明書を添付せしめ、払込取扱者の責任を明確
化する措置を講じることとしている（要綱第八十二）。
（閉）

第二節株式に関しては、以下が主要な改正点である。第一に、記名株式に裏書譲渡の途を開くこととした。す
なわち、原則として株券を指図証券とし、かかる株券に善意取得を認めることとした（要綱第九十七ないし第九
（腿）

十九）。ただし、株主名簿上の株主の地位を守るために、かかる株主がなした裏書については、会社が調査して
ｊもその署名の真偽を判別できない場合に限って、善意の取得者の権利取得を認めることとした（要綱第九十七但

書）。第二に、資本増加の場合以外における優先株の発行を認め（要綱第百十）、いわゆる後配株をも認めて（要

（柵一

綱蛾懇Ⅱ十一）、会社の資金調達の多様化を図っている。
（妬）

弟一一一節会社の機関に関しては、以下が主要な改正点である。第一に、会社の重要な業務執行につき、取締役の
（〃）

専断を防止すべく、株、王総会の特別決議を要するものとした（要綱第百一一十一）。第一一に、取締役および監査役
の資格を株、王に限らないものとし（要綱第百一一十四）、広く適材を求めうるようにした。
（肥）

第四節会社の計算に関しては、以下が主要な改正点である。まず、会社が作成すべき計算書類を法定様式によっ
て統一することとした（要綱第百一二十一一一）。ただし、これらの様式は便宜に適応して時に改変する必要がありえ
（明）

るため、細目は命令に委ねることとした（同前）。次いで、資産の評価につき、株式会社に限って、たとえ時価
（卯）

が高騰しても営業上の固定資産に取得価額または製作価額以上の価額を付することを禁卜）た（要綱第百一一一十四）。

（皿）

次に、会計検査のためにする少数株、王による検査請求権の濫用を禁じるため、その行使要件に制限を加えた（要
綱第百四十四）。
（卯）

第五節社債に関して、旧債借替えの場合における社債制限額の緩和を認めた（要綱第百四十六）。象どらに、通

常の無担保社債についても、社債権者集〈室の制度を認めることとした（要綱第百四十八ないし第百五十）。
（卵）

第六節定款の変更に関しては八以下が主要な改正点である。まず、株金全額払込みの後でなければ資本増加が
（皿）

できない旨を定めた商法二一○条を削除して（要綱第百五十一一）、増資を容易にする一方で、放漫な資本増加を
（妬）

（妬）

防止すべき措置を合わせて講じている（要綱第百五十一二）。次いで、転換株式および転換社債を認め、優先株と
（卯）

並曰通株との間の転換（要綱第百五十八）および社債と株式との間の転換（要綱第百五十九）につき、概略同じよ

うな規｛正を設けようとしている。さらに、資本増加無効の際の善後処置（要綱第百六十二）および資本減少無効
（兜）
の際の善後処置（要綱第百六十八）について、かかる無効の訴の要件やその判決効を明確に－している。

4６
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蕊蕊轤！

（”）

第六節ノーとして、会社の整理に関する節を新たに設けた（要綱第百六十九）。これによって、破産手続きを

避けて、別の方法で会社の再建を図る途を開こうとしている。すなわち、裁判所の監督下で整理当局者の行動を
制限し、会社債権者の保護を図るとともに、会社に対する強制執行または破産の申立て等を中止して整理の妨害
を排除し、株金払込請求権に執行力を与える便法等を設け、整理の実行を促進助長しようとしている。

第七節解散に関しては、以下が主要な改正点である。すなわち、合併に関する商法規定の不充分さのゆえに、
実際の合併方法がさまざまであり、これに関する争訴が絶えないことに鑑み、合併に関する規定の充実を図って
（川）

いる（要綱第百七十四ないし第百七十八）。すなわち、合併契約書の作成を要するｊものとし、契約書の要件を定

（川）

めるとともに、合併に際して株式の併合をするときの方法につき明確な規定を設ける等の措置を講じた。また、

合併無効の際における善後処置に関する定めをＪＤ設けた（要綱第百八十一一一）。

第八節清算に関しては、以下が主要な改正点である。第一一款として特別清算に関する規定を新設し、会社整理
（皿）

の場合と同様に、債務超過の清算会社の整理を裁判所の監督下において円滑な清算をとげ、多数関係者の利益の
保護を図ろうとしている（要綱第百八十四および第百九十）。
（川）

第五章株式合資会社については、これを廃止すべき積極的な理由がないとして、かかる会社の存続を認め、現

行法の欠点を補い、株式会社法の改正にと９℃なって改正すべき点を列挙している（要綱第百九十一ないし第百九
十五）。
（肌）

第七章罰則に関しては、取締役等に対する刑事責任を強化する方向で改正がなされようとしている。すなわち、
（肌）

（伽）

（叩）

特別北自任罪の定め（要綱第百九十六および第百九十七）、株式または社債の募集に関する申込証その他文書の虚

●

偽記載に関する定め（要綱第百九十九）、預合に関する定め（要綱第二百）、会社役員等の収賄に関する定め（要
⑰

旨の定め、すなわちいわゆる表見代表取締役に関する定めを設けている（要綱第百二十七）。

付された者の行為は、会社がその者にその名称を付した場合に限って、会社は善意の第三者に対する責任を負う

取締役等に付された名称と会社代表権との乖離に関しては、社長その他代表権ありと誤認させるような名称が

に罰則中に制裁を定めている（要綱第九十六および第二百六第一項七号）。

の株式を引き受けた後、権利株として直ちにこれを他人に譲渡する行為を絶対無効とし、これを禁止するととも

ものとしている。加えて、会社設立の場合における発起人または資本増加の場合における取締役、監査役が多数

に有効と認めると同時に、会社に対しては、会社への通知等どのような手段をとろうとも、会社に対抗できない

権利株の売買の横行およびこれを利用した会社設立屋の賊屋に関しては、権利株の譲渡を当事者問では原則的

で一一一一口及されていない点について付一一一一口しておこう。

最後に、前章で述べた法と現実との乖離現象に対処すべく、改正要綱はどのような手当てを用意したのか、右

到にし、ムヱ社債権者や株、王を保護しようとするものである。

（川）

いた制限を無用と認めて緩和した部分もあるが、大体においては新たに相当厳重な制限を付してその取締りを周

以上が改正要綱の主要点であるが、総括すれば、その改正の内容は？ある場合においては従来の商法が定めて

ルベシ」との決議をなした。

クモ起草ノ際一般刑事法トノ関係ヲ審究シ要綱ノ本旨二反セザル範囲内二於一丁適当ナル変更追加ヲ為スヲ妨ゲザ

別に進行中であった刑法改正論議と主義を一致させるべく、付帯決議として「本案ノ罰則一一付テハ大体要綱一一基

ともに、過料の制蚊規定を一括して定めることとした（要綱第一一百一ハ）。なお、飼則に関迦して、法制審議会は、

一Ⅱ’

綱第二荷一）、会祉荒しの非行および利益供与禁止に関する定め（要綱第一一百一一ないし第二百四）群を設けると

｡
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第三節改正要綱公表直後の反響

改正要綱の公表は、先に述べたように、昭和五年一二月一九日における小委員会案の公表がその最初のもので
ある。しかし、公表直後の昭和六年あたりの各界の議論状況は、必ずしも盛況であったとは言い難い。この時期、

商法学会においては、一九三○年（昭和五年）に成立したいわゆるジュネーブ手形法統一条約および翌一九一一一一

年（昭和六年）に成立した小切手法統一条約に関する検討もまた重要課題であった。事実、法制審議会は、会社
法改正と並行して昭和五年末から統一手形法条約の採否に関する審議をなし、昭和六年一月一六日付けをもっ
て、内閣総理大臣に対して「商法第四編中為替手形及ビ約束手形二関スル規定ハ為替手形及ビ約束手形二関スル
統一法ヲ制定スル為メノ条約付属書ノ手形統一法ノ如ク改正スルヲ適当ト認ム」との答申をなしている。これを
受けて昭和七年手形法および昭和八年小切手法が制定されるわけであるが、この時期、商法学会の関心が少なか
らず手形法分野に割かれていたことも、会社法改正論議に影響したものと思われる。

改正要綱に関して、結果的に会社法改正を首唱した形となった東京商工会議所は、どのような評価を与えたの
（Ⅲ）

であろう。これについては、当時の東京商工会議所の渡辺鉄蔵理事（法学博士）に対する法律時報編集室記者の
〈云見記事からその評価をうかがい知ることができる。
（皿）

右によれば、「今度の改正案は、言わば当会議所の希望によって出来たもので、ほとんどこちらの意見どおり
と一一一一口ってよいくらいです」と、きわめて肯定的な評価が与えられている。とりわけ同理事は、社債と株式との転

（川）

換および優先株と普通株との転換をなしうる点ならびに資本増加以外の場合でも優先株の発行が認められた点を
（皿）
歓迎され、取締役・監査役を株、王以外から選任しうること、｛疋款を公正証書によらしめることを一刻も早く実現
（畑）
したいと述べておられる。発起人の一貝任が加重された点についても、結構なことであると述べられ、会社の整理

（Ⅶ）

とくに特別柵蝉の規定が耀伽されたことを弩を得たものであると評されているただ株式行安会社制度の存続に
（皿）

ついては、不満を表明されている。敢後に、たとえ有限仁以任会社の導入と切り離してでも、急務であるところの
会社法の改正を先行させてほしいご曰の強い意見表明がなされている点が注目されよう。

改正要綱においては、会社の計算に関連して、財産評価に関する規定の整備がうたわれているが、この点に関
する当時の会計学者の意見につき、便宜上この節において言及しておこう。調べた限りでは、会計学者の改正要

綱に対する具体的提言はほとんど見うけられない。しかし、数少ない会計学者の意見表明のなかでは、改正要綱
第百三十四に対する批判が目につく。要綱第百一一一十四は、先に述べたように、株式会社に限って、たとえ時価が
高騰しても営業上の固定資産に取得価額または製作価額以上の価額を付することを禁じたものである。その趣旨
（川）

は、営業用固定資産の時価が騰貴したときに、その評価益を計上してこれを配当すれば会社の基礎を危うくする
一因となるため、これを錘奉じようとするものであるとされている。

展これに関，
これに関し、会計学者はおよそ次のように述べている。評価益が配当すべき利益でないことは企業財務に関与

的

（伽）

史する者の常識
する者の常識であるが、正確な損益計算書が公表されるならば、この種の不当な利益配当は明白になるから、こ

歴

のれを防止す→
れを防止するためには、損益計算書の公表が保障されれば十分である。また、配当に供するための評価益計上は

（皿）

虹否定すべき一
否定すべきであるが、欠損填補を目的とする場合の評価益計上をも否定すべきではないから、要綱第百一二十四は

法

社疑問である。

〈云
年さらに、》
さらに、取引所の相場がある有価証券については決算期の属する月における平均価額を超えない価額を付すべ

己きであると‐
きであるとした要綱第百三十五に対して、決算期における買煽り等による人為的価額上昇を防止する意図は理解

和
昭しうるもの（
しうるものの、月の平均価額によることは取引所の市場性を無視しているし、いずれの取引相場をさし、いずれ
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（皿）

の地の取引所をいうのか、計算の技術的側面に問題が多く、立法者の意図がどこにあるか不明である、といった
批判がみうけられる。

改正要綱をめぐる学界の議論状況
第四節改

仙昭和六年
（皿）

この年に公表された改正要綱をめぐる有力な論稿としては、第一に、大隅健一郎博士による改正要綱中の会社

合併に関する部分を詳細に検討されたものがあげられる。大隅博士は、改正要綱中、合併に関する全項目につき、

その是非を検討されている。ここでは、大隅博士がとりわけ強く反対意見を表明された論点を挙げておこう。
吸収合併にあっては、合併をなすべき期日に関する定めをしたときはその旨を、新設合併にあっては、創立総

会の期日に関する定めをしたときはその旨を、おのおの合併契約書中に記載することを要するものとした改正要
綱第百七十五第五号および第百七十六第五号に関して、以下のような批判が展開されている。すなわち、この規

定の趣旨は、当事会社が合併の効力の発生時期につき別段の定めをした場合においても、これを合併契約書に記
載しなければその効力を生じないというものであろう。そうとすれば、この規定は、当事会社が合併の効力の発

生時期を任意に定めうるというものであることになろう。しかし、合併のような公衆の利益に重大な関係がある
（川）

事項については、法律の規定をもってその効力の発生時期を画一的に定めて、法律関係の明確と確定を期するこ
とが必要である。合併の効力の発生時期は、｜律に合併登記によらしめるべきである。
人的社会の合併につき、合併に対して異議を述べた債権者の債権額が会社債務総額の四分の一を超えたときは
合併ができないものとした改正要綱第四十四に関しては、以下のような主張が展開されている。すなわち、この

規定は、結局会社をしてあらかじめ一部の償権者に対してのみ担保を供してその異議をおさえ、残余の俄椛者を
（脳）

（脳）

無視して合併を強行するといった不公正な手段に走らせる原因となるのではなかろうか。したがって、人的会社

の合併に関しても、会社仇権者の保誕にあたっては、物的会社の合併と同一の原則に服せしめればよい。

次いで、この年に公表された有力な論稿として、社債権者集会制度の改正問題を論じた栗栖剋夫博士の論稿が
（町）

ある。栗栖博士は、大正不況および金融恐慌を契機として、大正末期から昭和初年にかけて現実に生じた社債の
不払い、償還不能事件をふま、えて、この問題を以下のように論じておられる。

社債権者集会制度に関しては、従来、担保付社債信託法が担保権の保存および実行ならびにこれに付随関連す
（期）

る範囲においてのみ社債権者団体を認め、その意思決定機関として社債権者集会制度を認め、その代表者の設置
を許していたにすぎなかった。改正要綱第百四十八および第百四十九は、商法上の社債権者集〈三およびその代表
（咽）

者制度につき、その性質の許す範囲内において担信法上の社債権者集会およびその代表者制度を範とし、商法中

株、王総会に関する規定および担信法の規定に準じて規定を設けようとする方針であると評価しうる。そうとすれ
ば、商法に社債権者集会制度の規定を設けるにあたっては、次の三点が考慮されるべきである。第一に、商法中
（伽）

の株主総会に関する現行規定はもちろんのこと、この規定中不備改正の点をも考慮に入れたうえで、これに準じ
（皿）

た規定を設けるべきである。第二に、担信法中の社債権者集会およびその代表者に関する規定は明治一一一八年以来
（腿）

改正されておらず、不備な点もあるため、担信法それ自体の改正も検討されるべきである。第一一一に、株、王総会の
規定と担信法の社債権者集会の規定との整ムロ性が図られるべきである。
②昭和七年

この年に公表された主たる論稿としては、改正要綱全般にわたって主としてドイツ法を参照しつつ批判を加え
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１

（剛）

号られた高窪一一
られた高窪喜八郎博士の論稿がある。この論稿は、法学新報に同年一二月から連載が開始されたものであるが、昭

い点がある。

妬わめて大胆一
わめて大胆な政策の採用を主張されていると評価しうる部分もあるが、当時の社会的背景を考えるうえで興味深

和九年四月まで足掛け三年間にわたるものである。便宜上、この年に掲げておこう。今日的視点からすれば、き
舗和九年四月一
第

学

右の論稿の一貫した姿勢は、会社制度がもたらす弊害の主たる要因を会社設立法制の不備に求めるというもの
雛右の論稿一
一戸

学である。し．
である。したがって、会社設立に関してきわめて厳格な干渉主義的主張がなされている。すなわち、募集設立制

（剛）

（畷）

（剛）

るとし、この制度はすみやかに全廃すべきであると、王張されている。大規模株式会社の設立は、銀行団や有価証
券商団の参加または援助によるべく、会社の成立後に広く株式を売り出せばよいとされる。また、会社設立の際
（Ⅳ）

に実施されるべき検査について、厳格な検査を要求する規定を整備するとともに、半官半民の検査会社を設立し、
（畑）

これに強制検査をなさしめるべきである等、きわめて斬新な、王張を展開されている。

さらに株式会社への最低資本金制度の導入が提唱されている（一○万円程度）。また、変態設立につき、改正
要綱以上に厳格な立法がなされるよう要求されている。たとえば、事後設立に関する要綱第七十九に対し、たと
（湖）

え特別決議とはいえ、かかる契約をなすことを株主総会決議に一任してよいということであれば、会社法が規定
する干渉的規｛正の大部分が不要となる、と述べておられる。

当事者問における権利株の譲渡を認める要綱第九十六に対し、会社の乱設が経済困難の一大要因をなしたとい
（即）

う実際を看過して、権利株の売買を公認しようという政策には驚かざるをえないとされ、これを厳禁しかつ無効
とすべきとされている。外国に権利株の譲渡を制限する規定が存在しないのは、外国ではそもそも権利株の譲渡

が行われないからにすぎないためであると述べておられる〃

次いで、未払込みのある株式を対象とする取引がわが国の証券取引市場の取引高の半数近くに上るという実態
をふまえ、広く一般にこのような取引が行われるがために資本充足の原則を破壊する結果を招くのであるから、
（Ｍ）

わが国においては、未払込株式の譲渡を認めないことにするか、全額払込制度に改めるべきであるという旨を提
唱されている。
（川）

さらに、決算期に作成すべき株式会社の計算書類につき、会社の健全性を貫くために、詳細な干渉規定を設け
る旨の、王張を展開されるなど、全体として、きわめて厳格かつ干渉、王義的な政策が色濃く表明されている。しか

し、．たとえば自己株式の取得および質受けに関しては、自已株式の運用が巧妙に行われることは株式会社制度の
長所とみるべきであり、会社の有する債権の担保としてこれを取得したり、会社が重大な損害を回避するために
（川）

これを買い占めたり、株式市価が不当に低い場合にこれを買い取る等、自己株式の取得および質受けは、実際上

（順）

も法理上も相当広く自由を認めるべきであるといった、不干渉・自由、王義的な、王張がなされているという側面も
見受けられる。

③昭和八年

この年に公表された藝覗稿としては、商法学者による商法改正に関する講演録が見うけられる。このうち、西原

寛一博士が昭和七年二月に京城帝国大学法文学会の主催によって行われた講演は、会社法改正要綱の解説にと
（噸）

どまらず、さらに踏みこんだ独自の提言が折りこまれたものとなっている。たとえば、株式会社の取締役に無限

責任を負わせるという政策の可能性を研究すべきであると一示唆されている。すなわち、貯蓄銀行法、無尽業法お

よび有価証券割賦販売業法においては、取引先の性質を考え、これらの会社の取締役に無限責任を負わせる例を

5４
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１
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（蝿）

（川）

兼営が認められている時代であるから、実行不可能とはいえないとされている。

（剛）

（Ｗ）

号開いていつＣが、これらの特則がいかなる程度において一般化三」れるべきであるかは考究に値する、と述べておら
第れる。加えて、監査役に職業的専門家を参加させるべき旨を示唆三」れる。この点に関しては、計理士法が発布三」
閲れ（昭和一一年三月一一一一日法律第一一一一号）、信託業法の改正（昭和四年）によって信託会社に対し会社検査業務の
巻

第

学

（皿）

場合、同一担保権を９℃って担保する社債を分割して発行する制度を採用した。

側昭和九年

（剛）

（価）

（脇）

（剛）

この年には、第一東京弁護士会が主催する商法改正調査委員会が改正要綱に対して一個の決議をなしている。
決議の日付けは必ずしも明らかではないが、同年四月以前のことである。すなわち、同委員会は、「本委員会ハ
司法省発表ノ商法改正要綱ハ根本的ノ改造ヲ要スヘキモノト認ム」との決議をなし、その理由書を付してこれを
公表している。右の決議および理由書の草案の主たる執筆者は一員窪喜八郎博士であり、一部、同委員会委員の大
島正義弁護士の提案を基礎として作成されたｊｂのである。

時

右理由書に述べられた主張の概要を挙げておこう。その主張の基本的な立場は、有限責任会社または私会社制

（Ⅳ）

その他少数株主の請求による検査等につき、賠償能力のある計理士または検査会社による検査制度を導入すべき
（皿）

であるとしている。監査役制度の改善に関－して、取締役と特殊な関係を有する者の就任を禁ずる措置を講ずると
（剛）

ともに、少数株、王派からも起用する途をひらくこと等が提案三」れている。最低資本金制度の導入を提唱し、その

金額を一○万円以上としている。また、会社設立手続きの厳格化を求め、募集設立を認めないことに加、ｚ、現物

出資、財産引受、事後設立につき、発起人または取締役が提出すべき報告書の詳細な条件を定め、強制検査を徹
（剛）
底させる等、いっそうの干渉的規定を設けるべきであるとしている。少数株、王の保護政策として、会社荒しに対
する厳罰主義と引換えに、株主に対して総会における報告請求権を付与することを提案している。すなわち、総
会の決議事項の目的と関連を有する会社の事情につき、取締役に報告を求めるという権利を株主に与え、取締役
（皿）
がこれを拒絶しても少数株、王団の支持があれば報告請求に応じなければならないとするものである。大株主の権
利濫用に関しては、大株主が取締役を牽制して会社に損害を及ぼす行為をさせたとき、取締役と連帯して賠償責
（皿）
任を負わせるよう提案している。株券の有価証券性を徹底させるため、総会決議の無効が確定しても株、王はいっ
たん受領した配当金および利息の返還義務を負わないこととし、株金払込みの責任を最終株主に限る等の政策を

研究するよう提案してい緬一さらに、従属会社またはコンツェルン会社に関する規定を設けるべき旨が提唱され

（脳）

ている。すなわち、営業報告書においてこれらの関係を明らかにさせ、財務諸表の作成においても、これらの関
－

度を導入する以上は、株式会社を規整する立法に関しては、国家は十分な干渉をもって臨むべきであるとするも

別

のである〃具体的には以下のような提案かなされていうの。

。

まず、強制検査制度の設定が提案されている。すなわち、会社設立、資本蝋加、会社計算苫類等にかかる検査、

可

係を反映させた規定を設けるべきであるとする。取締役の報告義務９℃、従属会社またはコンツェルン会社に及ぶ
（価〉
ものとすべきであると述べている。取締役、会社間の取引に関して、会社を代表する者を監査役とすべき］曰が述

(56）５６
５７）
５７

法また、会社法改正に関連する事件として、この年の四月には担保附社債信託法が改正され（昭和八年法律第四
院
学四号）、同年五月二○日に施行されている。その主たる改正点は、第一に社債に付すべき物上担保の種類拡張で
一戸
神ある・すなわち、社債に付すべき物上担保として新たに漁業財団抵当および自動車交通事業抵当を認めた。第二
に、同一の担保権をもって担保する社債の分割発行制度、いわゆるオープン．アンド・モァゲージの採用である。
すなわち、会社がその事業資金を数次にわたって必要とし、これを社債によってその財産を担保として調達する
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潔鴛

（脳）

（〃）

くられている。会社の重要な業務執行に関－して、高価な物件の買入れ、譲渡、質入れにつき相当な制限規定を設
（剛）

け、また高額の報酬を必要とする使用人の任免に監査役の同意を要するものとするご曰が提案されている。会社の
（剛）

事業を監督する立場にあった公務員のいわゆる天下りの制限が提案されている。株、玉総会議事録の作成に関し、
（Ⅷ）

公証人等を関与員」せるべきことと三」れている。営業報告書、財産の評価、貸借対照表に関しては、その内容、項
ロロの分類等に至るまで、相当に詳細な準則を設けるべきことが述べられている。新株の発行による増資は、資本
（、）

の全額払込前にこれをなしえないとする原則を撤廃しないよう求めている。この原則を撤廃すれば、むしろ投機
的な資本増加を行う弊害の方が大きいとの危倶がその、主たる根拠である。また、増資にかかる新株発行において
（皿）

は、株主に対し、その持株数に応じて新株を優先的に割り当てることを請求しうる権利を与えるべきであるとし
（畑）

ている。権利株の譲渡に関しては、放任、王義を改めて、この弊害を除去すべく、明文をもって無効とすべきであ
（川）

ると主張している。外国株式会社のわが国における営業に関して、許可、王義を原則とし、例外的に相互主義を採
いう●。

〈妬）

用すべきであると提案している。最後に、罰則規定をより広範かつ厳格にする方向で規定すべき旨が述べられて
これ以外の改正要綱に関する論稿としては、実務家の立場から、改正要綱において用いられた用語とりわけ会
（川）

計上の用語に関して、混乱を招かないように会計学で用いられる用語との整合性を図るべきであると述べるもの
がある。

なお、改正要綱と直接の関係はないが、当時のドイツにおけるナチスの台頭およびわが国のドイツへの政治的
傾斜を反映してか、指導者原理に基づき、取締役の手に株式会社の指導権を委ね、株主総会の権限を強く制限す

昭和二年に公表された商法改正法律案を軸として論議が展開されることになる。
（Ｗ）志田鐸太郎「日本商法典の編纂と其改正」明大商学論叢一○巻五・六号（昭和六年）四二五頁。
（閉）松本無治「商法改正要綱解説⑪」法学協会雑誌四九巻九号（昭和六年）’○’一一頁。
（的）志田・注（岡）前掲四二五頁。
（、）松本・注（堅前掲一○四頁。
（Ⅲ）同前。

（〃）松本無治「商法改正の話Ｕｌｌ②」東京工場懇話会会報六○号（昭和六年）九頁以下、六一号六頁以下を参照して

一○号一一一七頁以下、四九巻一一号一○九頁以下、四九巻一一一号一一一八頁以下、五○巻一号（昭和七年）一二八頁以

概観する。なお、松本丞浩「商法改正要綱解説㈹１ｍ」法学協会雑誌四九巻九号（昭和六年）一○三頁以下、四九巻
下、五○巻一一号一一一五頁以下、五○巻三号一五七頁以下は、要綱の全項目について解説を加えたものである。これも
六年）五三頁以下がある。

あわせ参照する。同じく主査委員による要綱解説として、大森洪太「商法改正要綱摘要」法律時報三巻一○号（昭和
（刀）同前・話⑪一七頁、解説Ⅲ一一一七’’一一八頁参照。
（刊）話⑪’七頁、解説②’一一一二’’’一一一一一頁参照。

（巧）話仙一七頁、解説②’’’’一一一’’’一一四頁参照。
（乃）話仙一七頁、解説②’一一一六’’一一一七頁参照。
（立話⑪一八頁、解説②一五○’’五一頁参照。

ﾆニ

5８

(58）
5９（５９）

るというナチス的原理に基づくドイツ株式会社組織法の研究が始まったのも、昭和九、’○年あたりのことであ
⑩

昭和一○年には、商法学界において注曰］すべき改正要綱に関する論稿が見うけられか（い。以後、商法学界では、

フハ》Ｉ

■

（門）話仙一八頁、解説②’五七頁参照。
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目U月リ

◎。

同前五六頁。

同前。

同前五六’五七頁。

同前五七頁。

6１（６１）

同同

ヨエー￣エー

五六頁以下。

１１７１１６１１５１１４１１３１１２

、－〆、＝＝～一、－〆、－〆、－〆

（Ⅲ）法律時報編集室「会社法改正について東京商工会議所理事渡辺鉄蔵氏に聴く」法律時報三巻一○号（昭和六年）

〆~へ〆－へ／￣､グーへ〆￣へ〆－，

神戸学院法学第25巻第１号

〆￣へ－－へグーへ〆~へ‐～グー、／￣へ－－、〆酉へグー、グーへニニヘ

ｌｌＯｌＯ９１０８１０７１０６１０５１０４１０３１０２１０１１００９９

０

〆－，グーへ／￣、／￣、グーへ〆=～－－へグーへグーへグーへグーへ〆￣、〆￣､〆￣へ〆￣、〆￣へグーへ／￣、〆■へ〆￣、

９８９７９６９５９４９３９２９１９０８９８８８７８６８５８４８３８２８１８０７９

､－〆、－〆、-〆、-－、-－、－－、-－、￣〆～＝＝、￣〆、－〆-

、-〆､－ン～－〆、－－、-－～=〆、￣、－〆～－－～-－～－－、－〆、－〆、－〆～一、－－、－〆、－〆､－〆、－〆

話話話話話話話話話話ｉｉｉＩｉｉｉｌｉ
(2)（２）（２）（２）（２）（２）（２）（２）（２）（２）（２）（２）

話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話
(2)（２）（２）（２）（２）（２）（２）（２）（２）（１）（２）（２）（１）（１）（１）（１）（１）（１）（１）（１）

六五五四四四四三二二一-－○

○○頁頁頁頁頁｜頁五頁頁一○○九九九九九
頁頁、、、、、八、頁、、頁｜頁頁頁頁頁頁

－一九九九八八七七一六六二二二

－－－－￣￣￣￣￣＝￣￣－－－￣

真夏真夏真夏真夏真夏！（’

、、解解解解解頁解、解解、￣、、、、、、
解解説説説説説、説解説説解一解解解解解解
説説（５）（５）（５）（５）（４）解（４）説（４）（３）説頁説説説説説説
(5)（５）－－－－一説一（４）－－（３）、（３）（３）（２）（２）（２）（２）

解解解解解解解解解解一

説説説説説説説説説ｉｉｌｄｒ〔

(7)（７）（７）（７）（７）（７）（７）（６）（６）（６）、

三三二二四（４）三一一＝－解一一一一一一
四四六四九八一一七二八六三説一一六六六五

－－－－－－－－－－解

七六六六六六五四三二説

工王：ｒ菫王工丁鬘士：
七七照六照六五四照三七
頁頁頁頁頁頁
七一。八。三九五。要上

参参参参参参参五
照照照照照照照八
°ＦＩ
参
ＤＵ

Ｏ

。００

照

六○’’’’’三頁九｜頁三（３）五一二六四九
。

’’一一一一一八参頁一参頁一頁｜頁頁’’

三三三二四｜照参二照参二参一参参一一

四四八五○九五一。照九．照四照一照照六六
七二頁頁頁頁頁三｡頁。’。五｡｡五○
頁頁参参参参参九、参頁頁頁
参参照照照照照頁照参参参
照照。｡。。｡参。五照照照
照頁。。。
参
００

Ｏ

照

◎

(60）６０

爾

（Ⅲ）同前。

（Ⅲ）松本委治「商法改正要綱解説側」法学協会雑誌四九巻一二号（昭和六年）’一一一○頁。
（Ⅲ）太田哲一一一「商法改正要綱中の株式会社の計算」会計二九巻六号（昭和六年）八一一九’八三○頁参照。
（Ⅲ）同前八一一一○頁。なお、原口亮平「商法改正要綱に於ける財産評価について」国民経済雑誌五三巻三号（昭和七年）
（皿）同前八一
一○頁参照。

（Ⅲ）大隅健一郎「商法改正要綱に於ける会社合併の問題⑪ｌ②」法学論叢一一六巻五号（昭和六年）七一一六頁以下、｜’
（川）大隅健一郎「商法工

１

（皿）原口・同前一二頁参照。
六巻六号九○七頁以下。
’’七四三頁参照。
同前・二六巻五号七四一一’七四一
（Ⅲ）同前・二六巻五号七両

同前・二六巻六号九○九頁参照。
（剛）同前・二六巻六号九（

「商法改正要綱に見えたる社債権者集会制度⑩Ｉ②」法学新報四一巻一○号（昭和六年）九二頁以下、
（川）栗栖赴夫「商法改正舌

同前。

｜号九一頁。
同前・四一巻二号九二

同前・’○三’一○四頁。

同前・四一巻一○号一○四’一○五頁参照。
これに関しては、同前品

四一巻二号八九頁以下。
，－〆､＝〆～－－～-－

同前一八ｌ’ 九頁参照。

（伽）同前・四二巻一○号一六頁。

（Ⅳ）同前七九’八一頁参照。

（川）同前六三頁。

（剛）同前六二頁。

一）同前・四二巻六号六○’六一頁参照。
（剛）同前・四二》

一一一巻一一号七九一
一一巻二号七九頁以下、四一一一巻一一一号七九頁以下、四四巻一号（昭和九年）九五頁以下、四四巻四号九○頁以下。

ｈｈＨ以下、四三巻一一一号五一一一ｎ以下、四一一一巻七号七七典以下、四一一一巻八号五六頁以下、四一一一巻一○号九五頁以下、四

号二瓦以下、Ⅲ二巻一一号一一川画以卜、四一一巻一一一リーｎ以下、Ｗ一一『巻一号（昭棚八年）六○瓜以下、川一二巻一一号

頁以下、四一一巻五号一頁以下、四二巻六号八頁以下、四二巻七号七頁以下、四一一巻九号五七頁以下、四一一巻一○
一○頁以下、四二巻五戸

高窪喜八郎「商法改正要綱に対し反対すべき点仙ｌ⑲」法学新報四一一巻三号（昭和七年）｜頁以下、四一一巻四号
（川）高窪喜八郎「商法工

（伽）同前九二’九四頁。

（Ⅲ）同前九一’九二頁。

'３０１２９１２８１２７
１４１１４０１３９

前前前

◎

同前・四三巻一号七四頁参照。

同同同

同前六一頁。

０一一。

西原・同前五一頁。

同同同西
前前前原

病理的現象と其の匡正」司法協会雑誌一一一巻一一号（昭和八年）二九頁以下。

（脳）田中耕太郎「商法の改正に就て」司法協会雑誌一二巻一号（昭和八年）一頁以下、西原寛一「株式会社に於ける

（川）同前・四一一一巻一一号六一’六二頁参照。

（川）同前・四四巻一号一○五’一○六頁、四四巻四号九○頁参照。

（岨）同前七七頁参照。

、－〆、_〆、－〆

，－〆、－－、－〆～一

１４９１４８１４７１４６

(62）６２
(63）
6３

グー、〆￣～〆=、グー、
〆￣へ〆戸、￣へ
〆￣、グー、〆￣へ〆－，
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蕊i蕊!？
..｡.:･････.･:鐸蕊

戸…《::１１』

（〃）入木弘「株式会社制度の改革‐１１独逸法学会の株式会社法改正意見」国民経済雑誌五七巻一一一号（昭和九年）一二

一一頁以下、後藤清「ナチス的指導者原理と株式会社組織法改正論」民商法雑誌一一巻二号（昭和一○年）一六五頁以下
あたりが、ナチス的会社法論研究の噴矢である。
（平成六年八月二六日・未完）

6４

■１１口１１１口１口■Ⅱ１１口１口Ｉ‐

（川）担信法改正の解説として、栗栖魁夫「担保附社債信託法改正案に就て」法律新聞一一一五一一一○号（昭和八年）三頁以

下、同「担保附社債信託法中改正法」法学新報四一一一巻六号（昭和八年）一六頁以下、同「社債法の不備及其の改正」
銀行研究一一五巻六号（昭和八年）一一一一頁以下。
（Ⅲ）栗栖・同前法学新報四三巻六号一一一’’’一一頁参照。

（皿）同前二六’二七頁参照。

（週高窪喜八郎「商法改正要綱は根本的の改造を要す②」法学新報四四巻六号（昭和九年）八七頁参照。

（側）同委員会の商法改正調査委員起草要綱は、正義一一巻三号（昭和一○年）｜頁以下、同一一巻四号四一頁以下に
掲載されている。

（脇）高窪喜八郎「商法改正要綱は根本的の改造を要す⑪」法学新報四四巻五号（昭和九年）四四頁参照。
（川）起草要綱・注（皿）前掲二巻一一一号一○頁。
（〃）同前一○’二頁参照。
（刑）同前一一’一二頁参照。

（川）同前一四頁参照。
面）同前一五’一八頁参照。
（Ⅲ）同前一八’一九頁参照。
（脱）同前一九頁参照。

（川）同前一九’二○頁参照。
（脳）同前二○’一一一頁参照。
（脳）同前一八頁参照。
（伽）同前一三頁参照。

河

（Ⅲ）山本淳一「商法改正の要綱に就て」法律新聞一一一七八三号（昭和九年）四’五頁参照。

（燗）同前三六頁参照。

（川）同前一一一五’三六頁参照。

（Ⅲ）同前三五頁参照。

（皿）同前三四頁参照。

（皿）同前一一一一一一’三四頁参照。

（Ⅲ）同前一一一一一’一一一一一一頁参照。

（伽）同前参照。

（剛）Ｍ前二一一一口参照。

（町）同前参照。

魚
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資料１

○東京商工会議所商事関係法規改正準備委員会決
＊

定による株式会社法改正に関する内部的確定事
項
（１）商行為を為すを業とする否とを問わず一般に営利を
目的とする社団法人を会社とすること

（２）第四十八条の解散命令に関する規定は実用に適せざ
るの感あるを以って相当之を拡張すること
（３）登記を会社成立の要件とすること

（４）現物出資其の他会社の創立に関する調査に付き、其
の明確を期する為め相当の改正を為すこと（併せて
一般に会社関係の非訟事件の徹底を期する為め関係
法規の改正を為すこと）

式の消却を登記事項となすこと
（８）株式に対する質権の設定につき、其の効果が当然株
主の会社に対して有する財産上の権利に及ぶもの

（新設）然らざるもの（現時行わるるもの）とを併
せ規定すること

（９）株券喪失の場合に於て公示催告の手続に関する規定
を適用すること（但し除権判決手続に付いては民事

訴訟法関係法規の改正に関連して研究すること）

（、）株式譲渡の禁止及び制限の定めを株券の記載事項と
為すこと

（、）定時株主総会招集の憾怠に対する罰則を設くること

（研究事項（別）（妬）及び（妬）参照）
（、）第百六十三条の決議無効の判決以外の決議無効の判
設立無効の判決以外の設立無効の判決其の他之に準

決（実質的決議無効の判決）及び第一一百三十一一条の

ずる会社関係の判決の効力は、当事者に非ざる株主

（５）現物出資に関する規定の適用を回避する目的を以っ
て行わるる財産の買入を防圧する為め新たに規定を
に対しても其の効力を生ずるものとすること

⑪ｌ②」法律学研究二七巻二号（昭和五年）

＊佐々穆「株式会社法改正に関する内定事項

（皿）設立を無効とする事由を明確にすること

（３）及び（別）参照）

合併の成立時期を明らかにすること）（確定事項

（釦）合併手続に付き、明確なる規定を設くること（特に

ること

（羽）株式会社と合名会社又は合資会社との合併を認めざ

たることを解散事由より除くこと

（朋）事業の成功、成功の不能及び株主が七人未満に減じ

の下に規定を改正すること

十五条第二項）失権となるべき端株を少くする趣旨

（〃）株式の併合に当たり（第一一百一一十条ノ三、第一一百一一

ること

に付き新株式の引受人も決縦に参加し得るものとす

蛎噸（３）参照）“伽して第二百卜川条の株主総会

（ｕ）取締役の破産宣告請求（第百七十四条第二項）の瀞

の為めにする罰則其の他適当の規定を設くること

（型決議無効の訴及び設立無効の訴等に付き、濫訴防止

設くること

（６）検査役の職責の貫徹を期する為め之に関する規定を
改正すること

（７）株式譲渡の禁止及び制限並びに利益を以ってする株

怠に付き、此の制我を碓にすること

（巧）株主総会に提出すべき井類に関する規定を詳密にす
うＣ一」Ｌ」

（蛆）財産評価に関する規定を設くうＣこと

（Ⅳ）第百九十四条第一項の「利益ヲ配当スル毎一一其ノ利
益」とあるを適当に改正すること

盃）建設利息の配当期間に関し規定を設くること
債申込証に記載するを要するものとすること

面）債券を無記名式又は記名式に限るときは其の旨を社
（型無担保社債の場合に於ても社債権者集会の制度を設
ノ、フＣ｝」Ｌ」

（Ⅲ）｛疋款を以って第二百九条の特別決議の条件を相当の
限度に於て厳重にすることを得るものとすること

（〃）会社の設立の場合に於ても亦優先株の発行を認むる
一一し」

（閉）特別の利益（個別的優先株）を資本増加の場〈ロに於
（型）後配株を認むること

を新漢字とした。適宜、句読点を付し、促

とする。カタカナをひらがなとし、旧漢字

一一二頁以下、同三号一一○頁以下を底本

（妬）各種異種類の株主総会を認むること

音、濁音を表記した。一部送りがな表記を

ても亦認むること

（邪）登記を以って資本増加の成立要件とすること（確定

66）６６
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資料２
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（６）株式会社の為す公告に付き、｜層其の効果を挙ぐる
方法を研究すること（発問事項（咽）参照）
（７）発起人の受くべき報酬の額に付き、之を明確にする

規定を設けて制限するの可否を研究すること

（８）定款の絶対的及び相対的記載事項に付き、現行規定

6８
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変更した。

○東京商工会議所商事関係法規改正準備委員会決
＊

｛正による株式〈雪社法改正に関する研究事項

（９）株式の引受及び株金の払込なきに拘らず之有るもの

（７）及び（Ⅲ）に関連）

に追加すべきものの有無を研究すること（確定事項
及び小規模の株式会社（有限責任会社又は之に類似
として会社を成立せしむるの弊を除去する方法及び

（１）会社の種類に付き、株式合資会社を廃止するの可否

事項（翌参照）

するもの）を設定するの可否を研究すること（発問

（Ⅲ）〈室社に関する調査一般に付き、裁判所の権能を拡張

と

第百三十六条の規定を改正する具体案を研究するこ

（２）株式会社の設立に付き、現行制度の如く準則主義に
委するの可否を研究すること

（３）設立手続に付き、目論見書主義を参酌して規定する
（ｕ）虚無人又は無能力者の名義を以ってする株式の申込

に関連）

する方法を研究すること（確定事項（５）及び（６）

（４）発起人にして株式の引受を為さず又は其の引受けた

に対する措置及び欺かる株式に付き株金の払込を為

の可否を研究すること

る株式を譲渡するの弊其の他の一般に発起人の責任
さしむる方法を研究すること

くることの可否を研究すること

宛）貸借対照表上、未払込株金の評価に関する規定を設

を研究すること（確定事項（型に関連）

に計上すべき項目に付き、特に規定を設くるの可否

兎）保証債務、手形裏書に因る債務、其の他貸借対照表

事項（９）参照）

（〃）取締役及び監査役の報酬に付き研究すること（発問

び監査役全員に課するの可否を研究すること

（恥）任務瀞怠に因る取締役及び監査役の責任を取締役及

体的に明確なる規定を設くることを研究すること

株主及び会社債権者の保護を全くする趣旨の下に具

（妬）取締役及び監査役の一貝任に付き研究すること。特に

ること

商法第百七十六条の規定を改正するの可否を研究す

（Ⅲ）取締役が会社と取引を為すことを得る場合に付き、

の責任問題に関し再考すること）

するの可否を研究すること（但し取締役又は監査役

（昭）取締役又は監交役は株主たることを要せざるものと

を岨淀するの可否を研究すること

（皿）株主総会の鏑畑〃法吐ぴ縦蛎非顛に付き、排細に之

研究すること

九条）の競売に付き、強制執行法の改正と関連して

（、）譲渡を禁止しまたは之を制限したる株式（第百四十

回避の弊を除去する方法を研究すると共に、発起人
の責任を一層明確にする方法を研究すること

（５）会社の設立を名として行わるる詐欺の予防方法（特
に民事上の責任に関し）を研究すること

可否を研究すること

即ち所謂特別の利害関係の範囲を明確に規定するの

（Ⅲ）株主総会に於て議決権を行使することを得ざる事由、

求権を認むるの可否を研究すること

（別）定時株主総会の招集塀怠の場合に於て株主の招集請

法を研究すること

（、）同時に数個の株主総会の成立することを防止する方

を設くるの可否を研究すること

（肥）株主総会の招集の場所及び会議の延期に付き、規定

を研究すること

（Ⅳ）株主名簿の記載に或る程度の公信力を認むるの可否

十四条）を延長する可否を研究すること

（胆）失権手続に於ける譲渡人の一貝任の消滅期間（第百五

ること

け得ることを或る限度に於て認むるの可否を研究す

（巧）△云社が自己の株式を譲受け又は質権の目的として受

ること

（Ⅲ）株券発行の茂務を法文上明碓にするの可否を研究す

究すること（研究躯項（４）参照）

（脇）怖利株の鋼波（発起人を除く）を趣むるの可否を研

$
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（釦）株主及び会社債権者は費用を支払いて一定の書類の

謄本又は抄本の請求を為し得るものとするの可否を
研究すること（発問事項（７）参照）

（Ⅲ）従業員、其の他使用人の利益の為めにする積立金の

処分の制限及び使用人より受入れたる預金の保護に
関し規定するの可否を研究すること

（胡）資本増加の場合及び会社合併の場合に於ても建設利
息の配当の定めを為し得ることの可否を研究するこ
と

（銘）利益及び建設利息の配当請求権に付き、法｛正消滅期
間又は時効期間を定むるの可否を研究すること
（弧）社債其の他之と同視すべき債務に付き、特別の法律
を制定するの可否を研究すること
項に付き研究すること

（妬）社債の発行に関し其の確実を期する為め特に左の事
（ィ）社債発行の監督に関する機関を設立すべきか

（Ｂ社債発行の原因及び社債の使途を公にし、之に
基づき責任を負わしむくきか

（Ｃ社債を担保付のものに限るべきか、又は担保付
及び無担保のものを認め両者に対する規定を異に

９

た。適宜、句読点を付し、促音、濁音を表

カナをひらがなとし、旧漢字を新漢字とし

和五年）’四二頁以下を底本とする。カタ

同一二号一四○頁以下、同二七巻一号（昭

年）七一頁以下、同二号一一八頁以下、

⑪’㈹」法律学研究二六巻一○号（昭和四

＊佐々穆「株式会社法改正に関する研究事項

関する規定を改むるの可否をも併せ研究すること

こと。尚お右に関連し、配当全般に付き、配当率に

る金額を分配率に加算するの可否をも併せ研究する

し、前者に付いては「プレミヤム」として払込みた

財産の分配率と利益又は建設利息の配当率とを異に

じて株主に帰するの可否を研究すること。尚お残余

（妬）残余財産の分配に当たり会社の損益を株式の数に応

の可否を研究すること

吸収合併のみを認むる
（妬）吸収合併のみを認むる（新設合併を認めざる趣旨）

否を研究すること（確定事項（羽）参照）

（“）株式会社と株式合溢会社との合併を認むることの可

光すること

（州）株式会社の解散後に於ける継続を忠むるの可否を研

印

すべきか

かにするを要するものとすべきか

三）社債募集の決議（第百九十九条）の内容を明ら
（ホ）「現存スル財産」（第二百条第二項）の意義を明
らかにすべきか

（邪）社債借替の場合に於ては第二百条の制限に依ること
を要せざるものとするの可否を研究すること

否を研究すること（研究事項（弱）ノ（巳参照）

（亜社債募集の目的を社債申込証の記載要件とするの可

（銘）第一一百四条ノーの規定を明確にするの可否を研究す
ること（「自己ノ名ヲ以一この点）

（羽）無担保社債権者は一般的優先弁済を受くるの利益を

有するものとするの可否を研究すること（研究事項
（弱）ノ（Ｃ参照）

緩和するの可否を研究すること

（側）資本増加の条件に関する第二百十条の制限を適当に

ｎ）現行法上、取締役の権限に属する行為にして総会の

決議を経るを要することを妥当とする事項（例えば
支店の営業譲渡）に付き研究すること

絶した．一部送りかな災祀を変史した。

（妃）強制清算の制度を認むるの可否を研究すること

資料３
＊

○東京商工会議所商事関係法規改正準備委員会決

｛正による株式会社法改正に関する発問事項
（１）株式の金額の最低限度（商法第百四十五条第二項）

の増減に関する貴見如何
（２）記名式株式の移転の対抗要件に関する商法第百五十
条の規定及び所謂白紙委任状付株式譲渡の商慣習法
は株式の流通、其の善意取得者の保護の為めに欠く

所なしと云うべからず。寧ろ独逸商法の如く株券を
指図式と為し、譲渡人譲受人相互間に於ては手形の

如く裏書に依りて之を譲渡することを得るものとし、
且つ商法第四百四十一条を株券にも準用するを可と

するが如し｛商法第二百八十二条参照）。之に関す

る貴見如何（譲渡を以って会社に対抗する為めには
名義書替を要するは勿論なり）
（商法第百三十条、第百五十二条乃至第百五十四条）

（３）株金払込の滞納に因る失権手続に関する現行規定

7０
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の運用上実際に生ずる不便の点及び右規定に付き改
に種別を設け、会長、副会長、社長、副社長、頭取、

との二種を認むるに過ぎざるも実際に於ては取締役

副頭取、専務、常務等の名称を用い、然も是等の取

正を必要とするものありとせば之に関する貴見如何
（４）（イ）少数株主権に関する規定（商法第百六十条、

此の点に於て法律と実際とに齪齢を生ず。依って之
等の取締役の権限に付いて商法中に規定を設け第三

締役にして会社を代表する権限を有せざる者あり。

を在置するの要あるは言を俟たざるところなるべき
者の保護を計るを可とするものと思考せらるる処、

第百七十八条、第百八十五条、第百八十七条、第百

も、現行法上其の権利行使の要件たる資本の十分の
之に関する貴見如何

九十八条、第二百二十八条）は株式会社の本質上之

一の限度は果たして適当のものなりや。之に関する
ところ必ずしも充分ならず（商法第百七十一条第一

（７）株式会社に傭付くべき書類に付き、商法の規定する

Ｓ）少数株主権の濫用等に依る妨害其の他株主総
項、第百九十一条第一項、第百九十条）。之に関す

貴見如何

会を撹乱する行為の事例は実際上必ずしも少なから
る規定を相当周到にするの必要ありと思料せらるる

（８）株主及び会社の債権者が会社の一定の書類の閲覧を

処、右書類の種類其の他之に牽連する事項に関する

請求し得ることは商法第百七十一条第二項及び第百

ざるものと思考せらるる処、右の実例（此の点に付

（５）取締役の任期は商法上三年以内と定められたるも
九十一条第二項の規定するところなりと錐も、相当

貴見如何

（商法第百六十六条）右は果して適当のものなりや。

程度に於て之等以外の者にも会社の重要書類中或る

いては相成るべくは具体的事例を挙示せられ度し）

監査役の任期に関する規定（商法第百八十条）と相

種のものに付き閲覧の請求を為すことを得せしむる

及び斯かる行為を防止する方法に関する貴見如何

俟ちて共に之を改正するの要なきか。之に関する貴

関する批見如何（尚お災社に於て現に採用せらるる

の効果を挙ぐることを得ざるの感なしとせず。之に

（、）会社が公生ロを為す方法は尖際上区々なるも充分に其

１

１

は、公示主義の本旨に適応するものと思料せらるる

見如何
（６）商法は取締役に付き代表取締役と代表権なき取締役

処、之に関する趾見如何。又若し之を可とする６の

とせば、閲覧硝求椛滑の限度及び閲覧するを得せし
むべき神類の机類如何

（９）倣与、手当其の他如何なる名義に依るを問われず凡

＊佐々穆「株式会社法改正に関する東京商工

公告方法を開示せられ度し）

限度を設くくしとの主張を為す者少なからず。之に

会議所の発問事項を読む」法律学研究二六

そ取締役又は監査役の受くべき報酬に法律上一定の
関する貴見如何。又若し之を可とするものとせば右

巻九号（昭和四年）九一頁以下を底本とす

した。

濁音を表記した。｜部送りがな表記を変更

漢字とした。適宜、句読点を付し、促音、

る。カタカナをひらがなとし、旧漢字を新

制限の具体的方法如何
面）法定準備金積立の限度（利益に対する積立の割合及

び積立の最高限度）に関する貴見如何
（、）資本増加の場合に於ける報告総会（商法第二百十一一一
条、第二百十四条）に付いては、｜面に於て実際上

資料４

其の効果なしとの意見あるも、他面に於て会社設立
の場合に於ける創立総会と対応し其の必要あるもの

○東京弁護士会商法改正調査委員会「商法第二編

第一、有限責任会社制度を採用すべし

同二四日提出）

に対する諮問答申書」（昭和五年一一一月一二日決定、

＊

の如く思料せらるる処、之に関する貴見如何

Ｅ）会社の種類に付き、株式合資会社は寧ろ之を廃止す
べしとの意見及び新たに独仏等に於くる有限責任会
るか又は比較的少数の社員より成る有限責任の会

第二、労働者参加株式会社の制度を採用すべし

社又は之に類似するもの（小規模の事業を目的とす
社）を設定すべしとの意見あり。之に関する貴見如
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第四、会社の定款は凡て公正証書を以って作成すること

第三、民法第四十一一一条は之を会社には適用せざること
る者は発起人に準じて其責に任ぜしむること

募集に関する文書に其氏名を表示する事を承諾した

第十四、株式申込証の要件として株金払込取扱銀行を記載

すべきときは五十円を下るを得ざるものとすること

第十三、株式の金額は一一十円以上とし株式額中未払込を存

第六、会社を代表すべき理事者と単に内部的に業務を執行
せしめ設立及び資本増加の登記には其株金取扱銀行

改正明定すること

第五、会社の成立の時機を「設立登記ヲ為シタルトキ」と

するに過ぎざる理事者とを名称に於て区別すること

の払込証明書を登記申請書に添付すべきものとし、

且つ株金の払込を取扱いたる銀行は、其証明したる

第七、債権者を害する目的を以って設立したる会社は債権
者より訴を以って簡易に其取梢を請求することを得
払込金を現実に会社に引渡す責に任ずべき趣旨に商
第十五、株式会社の設立に関し設立登記申請を受けたる裁

法及び非訟事件手続法を改正すること

る規定を設くること

第八、清算財産目録には時価に依る処分価額を付すべき旨
の規定を設くること

第九、無限責任社員は会社と連帯して責任あるものとする

の為め検査役を任命すべし。裁判者は検査役の調査

判所は職権を以って百三十四条第一項所定事項調査
に基づき百三十五条の規定に準拠して相当の処分を

こと。但し社員が会社に資力ありて且執行の容易な
ることを証明したるときは先ず会社財産に付き執行
為すことを得る趣旨の規定を設くること

要件欠訣を理由として引受の無効を主張することを

株式引受人は要素の錯誤の場合を除き株式申込証の

第十六、本店所在地に於て会社が設立登記を為したる後は

を為すを要するものとすること
九」項と同趣意の規定を設くること

第十、有限責任社員に付ても其出資額の限度に於て前「第
第十一、発起人は会社の事業に付、目論見書を作成して之

第十七、株主が無能力者なる場合と錐も会社に知れざる場

得ざる旨の規定を設くること

第十二、株式会社募集成立に際し株式申込証其の他株式の

ｋに刊たる株主たらざること（二）炊珈後一年以上

を公告し之に対し其責に任ぜしむること

合に於てとに対して為）したる通知及び伽告を有効な

ことの範囲内に於て定款の規定を以って制限し得る

を総過したる会社になりては一年以上株主たらざる

第十八、記名株の譲渡に裂書の途を開くと同時に吾国旧来

こと。又債権者の提起する株主総会決議無効確認及

らしむる規定を股くること

の習慣たる白紙委任状に依る流通の結果善意に記名

び設立無効確認訴訟に付き、会社が担当の担保を供
第一一十三、株主総会決議の実質的無効は其無効原因が重大

したるときは訴を却下する規定を設くること

株を取得したる者を保護する規定を設くること

第十九、会社より株式払込の通知を為したる後に株式の譲
渡ありたるときは譲渡人は譲受人と連帯して其株金

第一一十、会社は第百五十三条一項により失権したる株主が

且つ右無効確認訴訟の判決の効力に付き大体に於て

年を経過するときは最早之を主張し得ざることとし

なるとき又は公序良俗に反する場合を除き決議後一

株式譲渡人の滞納株金払込以前又は失権株式の競売

無効宣言訴訟の場合に準じ規定を設くること

払込の義務ある旨を明定すること

前に滞納株金及び其の費用の全部を支払いたる場合

第二十四、取締役及監査役は株主に限るとの資格制限を撤

除すること

第二十五、取締役及監査役の任期及員数に関する規定を削

廃する一」と

は失権を取消すことを得。但し第三者の権利を害せ
一の方法に依り失権取消しの広告をなすことを要す

ざるときに限る。此の場合会社は遅滞なく前条と同
る旨の規定を設くること

第二十一、株主総会は定款に別段の定めなき場合は本店所
第一一十一一、株主の提起する株主総会決議無効宣一一一一口及び設立

の定めなき場合は創立総会又は株主総会の決議を以っ

第二十七、取締役監査役が受くべき報酬の額は定款に別段

定の監査役の責任と同等以上の責任を負わしむこと

第二十六、監査役の業務執行を厳格ならしむる為め銀行法

無効宣言訴訟及株主総会決議の実質的無効の確認訴

て之を定むる旨改むること

在地に於て開会すべきのもと為すこと

訟に関し、原告たる資格を（二資本の百分の一以
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標準に関し第二十六条の一般規定の外更に左の趣旨

第一一十八、株式〈云社の借賃対照表上に掲載する財産評価の
対し利息の配当を為し得べき旨の規定並に此利息配

わざるものと認むるときは第九十六条に準じ新株に

（ママ）

の規定を設くること

を設くること

一一条の優先株主に準じたる新株主総会に関する規定

当を受くべき新株主の利益を保護する為め第二百十

（Ａ）取引所又は市場相場ある有価証券又は商品は

取引所又は市場相場と買入又は製作価格との内低
（Ｂ）前項以外の財産は買入又は製作価格以上に評

産の評価と之に対し発行する株式との調査報告に関

る場合には其報告総会又は設立創会に於ける引継財

第一一一十二、合併に因り存続又は新設する会社が株式会社な

価するを得ず

し現物出資に準ずる厳重なる規定を設くること

きもの以上に評価するを得ず

（Ｃ）設備其他企業経営に供せらるるものは相当な
る標準による一定率の使用減価を見積る以上時価
借替うべき金額の社債を募集する場合には其目的を

第三十一一一、従来の社債の償還又は其借替の為め其償還又は
明示せしめ且つ其社債の払込金は其目的以外に流用

に拘らず買入又は製作価格によることを得

（Ｄ）尚、企業全般の上に存する無形価値の評価に
することを禁じ此違反に対しては第二百六十一条の

第三十四、株式合資会社制度を廃止すること

の制限を適用せざる趣旨の規定を設くること

如き厳重なる制裁を課するものとしたる上第二百条

関し具体的規定を設くること

第一一十九、第二百九条の定足数を欠ける総会決議も第百六
十三条の訴に依るにあらざれば無効となさざる規定
を設くること

＊東京弁護士会会報八巻二号（昭和五年）五

第三十五、会社編の罰則規定を相当過重すること

第三十一、資本を増加し新に着手する事業の性質に依り第

二頁以下を底本とする。カタカナをひらが

第三十、資本増加に付、株金全額払込の制限撤廃のこと

二百十七条第一項の規定に従い本店の所在地に於て

・なとし、旧漢字を新漢字とした。適宜、句

銃点を付し、促濡、濁濡を表記した“

登記を為したる後二年以上其新事業の開業を為す能

資料５
＊

○商法改正に関する東京商工会議所の意見（抄）
（昭和四年十一一月二十六日提出）
一、会社の種類に付き新に小規模の事業を目的とするか又

は比較的少数の社員より成る有限責任の特別会社制度
（独仏諸国に所謂「有限責任会社』を設けられ度し
『会社の合併に関する規定中殊に左の諸点に付き補充若

り。此の場合に商法第百五十一条第一煩の規定の存

すろは仏だ不合川なるに依り、此の規定を適当に綴

和せられ度し

一、株式会社創立に際し発起人となりたる者会社設立登記

後に於て株式の未払込のありたること発見せられたる
場合に発起人たるの故を以って其の未払込の金額を負

担し居るも既に会社設立登記後なる以上其の責任期間
を登記後二ヶ年に限られ度し

『優先株の議決権を制限することを得る規定を設けられ
度し

一、電気、瓦斯等の諸事業其の他公益的事業に於ては商法

（イ）合併の成立時期を合併登記の日とすること

しめられ度し

に緩和せられ度し

一、商法第二百十条の増資に関する制限を適当の条件の下

第百二十八条に定むる払込金額の限度を適当に低下せ

する会社が自己の株式を所有することとなる場合あ

加うることを得る様規定を改正せられ度し

一、担保付社債権者集会の特別決議方法を緩和せられ度し
の担保付たることを要する条件を撤廃せられ度し

（二）会社合併の際其の結果として合併に依りて存続一、電気事業法第十六条の二に定むる払込資本金超過社債

分し得る様規定を改正せられ度し

手続に依る失権に附せずして適宜の方法に依って処

（ハ）会社合併の場合に於ける併合不適の様式を失権一、総会決議無効訴訟を提起し得べき株主に資本的制限を

るものとすること

登記を為すときに於て解散を証する書面を以って足

（巳解散会社の登記は之を行わざることとし、合併

くは改正せられ度し

､

露轤!■

一、旧債償還の為にする社債の発行に際しては償還せらる
べき旧債務の額は会社の債務中に之を算入せざること
に規定を改正せられ度し

一、同一信託証書に依り同時又は順次に発行する数個の社
債を同順位に置くことを得る様民法第三百七十一一一条に

かな使いを新かな使いに変更した。

下を底本とする。旧漢字を新漢字とし、日

＊商工月報六巻一号（昭和五年）一二八頁以

対する例外規定を担保付社債信託法中に設けられ度し

資料６
＊

○法制審議会商法改正要綱（抄）
第二編会社

第二十一一一外国法上の有限責任会社又は英国法上の私会社
に該当する特別の会社を認め之に付き特別法を以て規定
を設くること

「出資の抓餓」を「出資」に改め且第Ⅲ卜一条第一項規
進の盗犯蛎項小に川朧をⅡ的とする川盗の伽枯以外に此

雌行を為したる部分の価格を加ふること

付ては支店の所在地に於て登記を為すべき期間を三週間

第二十八本店及び支店の所在地に於て登記すべき事項に
とすること

第二節会社の内部の関係

第二十九已むことを得ざる事由あるときは会社は総社員
の過半数の決議を以て或社員の業務執行権の剥奪を裁判
所に請求することを得るものとすること

得ずして其持分の全部又は一部を他人に譲渡したるとき

第三十第五十九条の規定を改め社員が他の社員の承諾を
は其譲渡は之を以て会社其他の第三者に対抗することを
得ざるものとすること

第一一一十一第六十条第一項の規定を改め社員は他の社員の

承諾あるに非ざれば会社と同種の営業を目的とする会社
の取締役たることをも得ざるものとすること

第三十一一社員は他の社員の過半数の決議あるときに限り

自己又は第三者の為めに会社と取引を為すことを得べき

旨及び此場合に於ては民法第百八条の規定を適用せざる

第一章総
則

二十五第四十五条の規定を改め会社の設立は本店の所

るものとすること

立する会社は株式会社又は株式合資会社たることを要す

る合併に於ては合併後存続する会社又は合併に因りて設

二十四株式会社又は株式「合資会社を当事者の一方とす

第

二十六第四十六条乃至第四十八条の規定を削除し会社

ること

在地に於て登記を為すに因りて其効力を生ずるものとす

第

三十四第六十一一一条の規定を改め会社債権者が会社財産

所に請求することを得るものとすること

の過半数の決議を以て或社員の会社代表権の剥奪を裁判

第一一一十三己むことを得ざる小由あるときは会社は総社皿

第三節会社の外部の関係

胃の規定を没くること

二十七第ｈ十条第五号及び第五十一条第一項第五号中

第一節設立

第二章合名会社

旨の規定を設くること

が相当と認めたるときは会社の解散を命ずることを得る

又は公序良俗に反する行為を為したる場合に於て裁判所

会社の業務を執行する社員、取締役若くは監査役が法令

又は一定期間以上其営業を休止したるとき及び会社又は

が正当の理由なくして成立後一定期間内に開業を為さず

第

第

第三十七第六十六条但書の規定を改め本店の所在地に於

明かにすること

取引を為したる者に対して社員と同一の責任を負ふ旨を

しむべき行為ありたる者は自己を社員と誤認して会社と

第三十六第六十五条の規定を改め自己を社員なりと信ぜ

拒絶の抗弁権を有する旨の規定を設くること

会社に相殺権、取消権、解除権等あるときは社員は給付

第三十五社員が会社債権者の請求を受けたる場合に於て

こと

には先づ会社財産より弁済を受くるを要するものとする

済の資力ありて且執行の容易なることを証明したる場合

務の弁済の責に任ずるものとすること但社員が会社に弁

合に於ても亦各社員は会社債権者に対し連帯して会社債

に対する強制執行に因りて弁済を得ること能はざりし場

第
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電一喜一～

て出資減少の登記を為したる後二年間に異議を述べたる
債権者に限り之に対抗することを得ざる旨を明かにする
こと

ることを得るものとすること

合併を為すことを得るものとすること

第四十三解散後の会社と錐も他の会社を存続会社とする

に代へ合併に対して異議を述べたる債権者の債権額が会

第四十四第七十九条第一一項、第三項及び第八十条の規定

に於て社員の債権者が其持分の差押を為したるときは会

第三十八社員が強制執行の容易なる財産を有せざる場合
を得ざるものとすること

社債務総額の四分の一を超えたるときは合併を為すこと

第四節社員の退社

社に対し六か月前に予告を為し営業年度の終に於て其社
会社が株式会社又は株式合資会社なるときは合名会社に

第四十五合併後存続する会社又は合併に因りて設立する

第一一一十九第七十三条第一項の規定を改め退社員の責任は

付ても大体に於て株式会社の合併に関する規定を準用す

員を退社せしむることを得るものとすること

退社の登記後二年内に請求又は請求の予告を為さざる会
るものとすること

ては第百二十四条の規定に準じて検査を為すことを要す

会社が株式会社又は株式合資会社なるときは其合併に付

第四十六合併後存続する会社又は合併に因りて設立する

社債権者に対しては二年を経過したるとき消滅するもの
とすること

第五節解散

第四十会社の目的たる事業の成功及び其成功の不能を会
第四十七合併の無効を主張することを得べき事由を限定

るものとすること

第四十一会社が総社員の同意に因りて解散したる場合に

し且其主張は社員、清算人又は会社債権者が第九十九条

社解散事由より除くこと

付ても第七十五条の規定に依りて会社を継続することを

の二以下の設立無効の訴に準ずる訴を６か月内に提起す
るに依りてのみ之を為すことを得るものとすること

得るものとすること

第四十二会社が社員の一人と為りたることに因りて解散

合併を無効とする判決は存続会社又は新設会社が合併後

の為したる財雌の処分を取洲すことを得べきものとする
こと

第一項に違反したるときは持分の差押を為したる債権者
は前項に準じ取消権を有するものとすること

第五十一裁判所が利害関係人又は検事の請求に因り清算
人を選任する場合に於ては第八十五条の財産処分方法に
依ることを得ざるものとすること

第五十一一会社が第八十三条の判決に因りて解散したると
きは裁判所は利害関係人の請求に因り清算人を選任する
ものとすること

第五十三会社財産の換価方法として営業の全部又は一部
の譲渡を為すには社員の過半数の決議を要するものとす
ること

て第九十一条のこの規定を補完すること

第五十四破産法第十八条乃至第一一十三条の規定を参酌し
第五十五清算人に関し民法第四十四条第一項、商法第百

六十四条第二項、第百七十七条及び決議第一一一十一一と同趣
旨の規定を殻くること

第五十六第九十五条の規定に例外を設け争ある債権の弁

済に必要なる財産を供託して残余財産の分配を為すこと

、.･--Ｎｆ

月ご弓欝

したる場合に於て新社員の入社あるときは会社を継続す

為したる行為の効力に膨撫を及ばさざるものとすること

合併後の行為に因りて生じたる伏務は従前の会社の連帯
とし之に因りて生じたる権利義務は協議を以て其帰属を
定むること

前項の協議成らざるときは裁判所は合併当時の各会社の
財産額に応じ其帰属を定むること

社員に変更したる社員は退社員に準じて従前の債務に付

第四十八第八十一一一条の二第一一項の規定を削除し有限責任
き無限責任を負ふものとすること

第四十九会社継続の場合に於て従来の社員中の或者が有

限責任社員と為り又は新に有限責任社員を加入せしめて
合資会社に変更することを得るものとすること
第六節清算

於て社員の持分を差押へたる者あるときは其者の同意を

第五十第八十五条の会社財産の処分方法を定むる場合に
得るを要するものとすること

同条一一項の規定を改め第七十八条第二項及び第七十九条

第一項、第二項の規定を準用すると同時に会社が其規定
に違反したる場合に於ては会社の債権者は会社が善意な
るときと錐も民法第四百二十四条以下の規定に依り会社

＆
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を得べきものとすること

第五十七第九十九条の規定を改め清算人は第九十八条の

規定に依り計算の承認ありたるときは二週間内に清算結
了の登記を為すことを要するものとすること

第五十八第九十九条のこの規定を改め会社の設立無効は
社員に限り設立無効の訴を以てのみ之を主張することを
得る旨を明かにすること

第五十九会社設立無効の訴は会社成立の日より六か月内

に之を提起することを要するものとし第百六十一一一条の一一
第一一項、第百六十一一一条の一一一及び決議第百六十二第一一項と
同趣旨の規定を加ふるものとすること

第六十第九十九条の六第二項の規定を改め設立を無効と
する判決は会社、社員及び第三者の間に生じたる権利義
務に影響を及ぼさざる旨を明かにすること

第六十一会社の設立の取梢は訴を以てすることを要する
ものとし裁判所は会社の請求に因り設立の取梢に代へ訴
えを提起したる社員を社貝たらざりしものと看倣すこと
を得るものとすること

第六十二社員の債権者は債務者が其債権者を害すること

を知りて会社を設立したる場合に於て会社及び其社員に

ｆ

・対し訴を以て設立の取梢を請求することを得るものとし

且裁判所は会社の請求に因り設立の取梢に代へて其社員
を除名することを得るものとすること

第六十三第百一条中「其営業に関する信書及び清算に関
に改むること

する一切の書類」を「其営業及び清算に関する重要書類」
第六十四第百三条第一項の規定を改め社員の責任は解散

の登記後五年内に請求又は請求の予告を為さざる会社債
権者に対しては五年を経過したるとき消滅するものとす
ること

第三章合資会社

第六十五第百十一一条の規定を改め有限責任社員が無限責

任社員全員の承諾を得ずして其持分の全部又は一部を他
人に譲渡したるときは其譲渡は之を以て会社其他の第三

者に対抗することを得ざるものとし且持分の譲渡に伴ひ
て生ずる定款の変更は無限責任社員全員の同意を以て之
を為すことを得る旨を明かにする一」と
十条の規定の適用なき旨を定むること

第六十六第百十一一一条の規定を改め有限責任社員には第六

るものとすること

第四章株式会社
第一節設立

きものとすること

第七十二株式会社の定款は公正証書を以て之を作成すべ
第七十三第百一一十条規定の事項より取締役が有すべき株
第七十四会社の公告は官報又は時事に関する事項を掲載

式の数を削除すること

信して会社と取引を為したる者に対して其誤信せしめた

第七十九会社の成立後二年内に継続して会社経営の用に

の規定を設くること

第七十八現物出資者は発起人と同一の責任を負ふべき旨

者の氏名を加ふること

得することを約したる財産、其価格及び之を譲渡すべき

第七十七第百二十一一条規定の事項中に会社の成立後に取

目的たる財産」に改むること

第七十六第百一一十二条第四号中「其財産の種類」を「其

第七十五第百二十一条の規定を削除すること

こと

する日刊新聞紙に之を掲載することを要するものとする

は有限責任社員を加入せしめて会社を継続することを得

因り会社が解散したる場合に於ては新に無限責任社員又

第七十一無限責任社員又は有限責任社員の全員の退社に

に付き第百四十六条と同趣旨の規定を設くること

第七十第百十七条第一項に追加して相続人数人ある場合

と

たる場合には第七十一一一条の規定の準用ある旨を定むるこ

には第六十四条、無限責任社員が有限責任社員に変更し

第六十九有限一員任社員が無限責任社員に変更したる場合

くること

る金額又は価格に付き社員たる責任を負ふ旨の規定を設

格を誤信せしむべき行為ありたるときは其社員は之を誤

の改正を加へ且別に有限責任社員に其出資の金額又は価

第六十八第百十六条の規定に対し決議第三十六と同趣旨

旨を定むること

者に対して弁済を為したる金額に付ては其責を免るべき

会社に対して履行を終はりたる出資の価格又は会社債権

社員と連帯して会社債務を弁済する責に任ずべき旨及び

蛸六’七各有限此任社口は其出資のⅢ格を限度とし他の

《
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約を為すには株主総会の特別決議を要するものとするこ

五分の一以上の価格あるものを有償に取得すべき旨の契

供すべき財産にして会社成立前より存在し且払込金額の

社の設立を賛助する趣旨の記載を為すことを承諾したる

式募集の広告其他株式募集に関する文書に其氏名及び会

第八十四株式の申込は表意者が其真意に非ざることを知

と

者は発起人と同一の責任を負ふべき旨の規定を設くるこ

第八十第百一一十一二条中会社が株式総数の引受に因りて成

りて之を為したる為め其効力を妨げらるることなき旨の

と

立すべき旨の規定及び第百三十九条の規定を削除するこ

関する事項、株券裏書の禁止に関する事項及び議決権の

第八十一第百一一十六条第一一項規｛正中に株式譲渡の制限に

に於て発起人に対し其出資の目的たる財産の全部を給付

第八十五現物出資者は株金の第一回払込を為すべき時期

規定を設くること

制限に関する事項を加へ且同事項第五号中「会社が成立

る財産に付ては其手続は会社成立後に之を為すことを妨

することを要するものとすること但登記又は登録を要す

と

せざるとき」を「創立総会が終結せざるとき」に改むる

行又は信託会社を記載せしめ且設立の登記の申請に当た

第八十二株式申込証の要件として株金の払込を取扱ふ銀

に掲げたる事項」に会社の成立後に取得することを約し

号及び第百一一一十五条中「第百一一十二条第一一一号乃至第五号

第八十六第百二十四条第一項、第百一一一十四条第一項第一一一

げざるものとすること

り申請書に右銀行又は信託会社の払込金保管に関する証
たる財産に関する事項を加ふること

こと

明書を添付せしむべきものとし其銀行又は信託会社は其

証明したる払込金額に付ては払込なかりしこと又は払戻

は会社の成立後に取得することを約したる財産に関する

第八十七定款に第百二十一一条第一一一号乃至第五号の事項又

事項の記載あるときは発起人は創立総会招集前に裁判所

に関する制限を以て会社に対抗することを得ざるものと
すること

に検査役の選任を請求し其調査報告書を創立総会に提出

第九十一株式引受の無効は株式引受人が創立総会に出席

することを得ざるものとし且発起人、取締役及び監査役

定を改め権利株の譲渡又は其予約は之を以て会社に対抗

第九十八第百五十条第二項として記名株式の株券裏書に

(８４）８４
8５（８５）

第八十三発起人に非ずして株式申込証又は目論見書、株

し其権利を行使したるとき又は会社成立後に於て株主と

は権利株の譲渡又は其予約を為すことを得ざるものとす
第九十七記名株式は｛疋款に別段の定なき限り株券の裏書

ること

第九十二他人又は存在せざる者の名義を用ゐて株式を引

に依りて譲渡することを得べきものとし大体に於て第四
百五十七条、第四百六十一条及び第四百六十四条に準ず

会社に対して負担する損害賠償の責任は会社成立の日よ

依る譲渡は取得者の氏名、住所を株主名簿に記載するに

る規定を之に適用するものとすること

り三年以後に於て株主総会の特別決議を以てするに非ざ

第九十一一一〈云社の設立に関し発起人、取締役又は監査役が

こと

受け又は譲受けたる者は株主たる責任を負ふものとする

しての権利を行使し若くは義務を履行したるときは之を

第九十六第百四十九条但書及び第一一百十七条第三項の規

の五に準ずる規定に依るものとすること

の引換を為すに付き第一一百一一十条の一一乃至第一一百二十条

株券発行後前項追加の事項を定めたる場合に於ては株券

制限及び株券裏書の禁止に関する事項を加ふること

第九十五第百四十八条第一項規定の事項中に株式譲渡の

第二節株式

準ずる規定を設くること

第九十四発起人に対する訴の提起に付き第百八十七条に

れば之を免除することを得ざる旨の設定を披くること

』

主張することを得ざるものとすること

式消却に関する事項を加ふること

限に関する事項及び株主に配当すべき利益を以てする株

第九十第百四十一条第一項の登記事項中に株式譲渡の制

すること

議に付ては第百五十六条第二項の規定は準用なきものと

第八十九第百三十八条の定款の変更又は設立の廃止の決

決議第百一一十三は前項の場合に之を準用すること

起人の全員其議決権を行ふことを得ざるものとすること

弟八十八第百三十五条に定めたる変更の決議に付ては発

することを要するものとすること

0
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非ざれば之を以て会社に対抗することを得ざる旨の規定
めに必要なる類似の場合

－前項第二号の場合に於ては取得したる株式を遅滞

前項例外の場合に付き左の趣旨の規定を設くること

第九十九裏書禁止のものを除き其他の株券には第四百四

なく失効せしむることを要し其他の場合に於ては株

を設くること

十一条の規定の準用あるものとすること但株主名簿上の
式を成るべく速に処分することを要すること

二十条の五に準ずる規定を設くること

第百一一株式強制消却に付き第一一百一一十条の二乃至第一一百

額に、会社を総株主の数に算入せざること

条第一項の適用に付ては自己株式の金額を資本の総

三会社は自己株式に付き議決権を有せず且第一一百九

告書に記載することを要すること

二自己株式又は其上の質権の取得又は処分は営業報

株主の為したる裏書が真正ならざる場合に於ける第四百

四十一条の規定の準用は会社に就き調査を為すも其署名
の真偽を判別すること能はざるときに限るものとするこ
と

第百記名株式の質入は株券の一父付に依りて之を為すこと
を得るものとすると同時に質権の設定を株主名簿に記載

せしむることを得るものとし此後の場合に於ては質権者
は会社より利益の配当又は残余財産の分配を受けて自己
第百三第百五十一一一条第一一一項及び第一一百一一十条の一一一第一一項

の規定に依る株式の競売に代へ裁判所の許可を得て他の

の債権の弁済に充当することを得べきものとすること
に限り会社は一時自己の株式又は其上の質権を取得する

第百一第百五十一条第一項の規定の例外として左の場合
ること

第百四株式譲渡人が第百五十一一一条第三項の規定に依りて

方法に依りて之を売却することを得べき旨の規定を設く

―株主失権の場合

不足額を弁済したるときは株券又は株主名簿の記載に依

ことを得る旨を規定すること

二株式消却の場合

りて自己の後者たるものの全員に対し償還の請求を為す

第百五弟百五十三条の失権株式に関し左の趣旨の規定を

に第百五十二条第一、の規定に依る払込の催告を発した

る株金額に関するものに限るべき旨を定むること

る払込の催告を発したる株金額に関しては其発起人は第

き会社成立の後五年内に第百五十二条第一項の規定に依

第百八発起人が会社の設立に際して引受けたる株式に付

－会社は資本減少の規定に従ひ第百五十一一一条第一一一項

百五十四条に定めたる期間経過後と錐も第百五十三条に

一一とを得るものとし会社が其申出に応ぜずして消却

定の価額を提供して株式を買受くべき旨を申出づる

株式に付き之を発行することを得べきものとすること

を以て之を認めたる場合に限り株金全額の払込ありたる

第百九第百五十五条第一項の規定を改め無記名株は定款

定めたる責任を負ふものとすること

を為したるときは滞納金額より其申出の価額を控除

資本増加の場合に於ける新株引受の権利、資本減少の場

は単に利益の配当及び残余財産の分配に付てのみならず

第百十二各種優先株、各種後配株及び普通株の間に於て

主名簿の記載事項等に関する規定を改むること

ものとし之に応じて登記事項及び株式申込証、株券、株

第百十一定款の規定を以て後配株を認むることを得べき

事項等に関する規程を改むること

応じて登記事項及び株式申込証、株券、株主名簿の記載

の場合に於ても之を発行することを得べきものとし之に

第百十第二百十一条の規定を改め優先株は資本増加以外

る譲渡人の責任は譲渡を株主名簿に記載したる後二年内

第百七第百五十四条の規定を改め第百五十三条に定めた

告に準用すること

株式譲渡人及び第三項の従前の株主に対する通知及び催

第百六第百七十一一条の一一の規定を第百五十一一一条第二項の

項の消却を為すことを得るものとすること

競落人なきときは前項の申出を為さしめずして第一

一一一第百五十一一一条第一一一項の競売を為したる場ムロに於て

ること

したる金額を以て第百五十三条第一一一項の不足額とす

二前項の場合に於ては従前の株主又は各譲渡人は一

とすること

の競売に代へて失権株式を消却することを得るもの

設くること

罰

三合併又は営業全部の譲受の場合

■

ことを得べく且其償還を為したる者は更に自己の後者全

、

四強制執行、訴訟上の和解其他会社の権利実行の為

、

Ｈに対し倣避の航求を為すことを僻べき筒を定むること

２
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後六か月を超えざる株主の議決権の行使を制限すること

第百十八総会決議録を議事録に改め之に議事の経過の要

合に於ける株式の併合又は消却等に付ても差等を設くる
第百十一一一第一一百十二条の規定を改め優先株又は後配株を

領及び結果を記載し議長及び出席したる取締役、監査役

を得べきものとすること

発行したる場合に於て定款の変更が一種の株主に損害を
之に署名すべき旨の規定を設くること

ことを得るものとすること

及ぼすべきときは株主総会の決議の外其一種の株主の総

第百十九法律又は定款の規定に依る定足数の株主の出席

右一種の株主の総会の決議は第二百九条第一項に準ずる
の規定の適用あるものとすること

なくして為されたる決議の無効に付ても亦第百六十三条

会の決議あることを要するものとすること

定足数の株主出席し其議決権の三分の一一以上の同意を要

第百二十総会決議内容の違法を理由とする株主と会社と
の間の決議無効確認の訴に付て第九十九条の三、第九十

するものとすること

第三節会社の機関

九条の四、第百六十一一一条の二第一一一項、第百六十一一一条の一一一

二営業全部の賃貸又は経営の委任、他人と営業上の

―営業の全部又は一部の譲渡

第百八十七条の適用を妨げざるものとすること

議を要するものとし且第四号の決議は第百七十八条及び

第百二十一会社が左の行為を為すには株、王総会の特別決

ること

及び第百六十三条の四に準ずる規定を適用するものとす

第一款株主総会

店の所在地又は之に隣接する地に在ることを要する旨の

第百十四総会招集の場所は定款に別段の規定なき限り本
規定を設くること

第百十五取締役又は監査役が総会を招集するには各其過
半数の同意を以てすることを要するものとすること

第百十六第百六十条の規定に依りて招集せられたる総会
の費用は其総会の決議を以て請求者の負担とすることを

鉗品F弁

損益全部を共通にする契約其他之に準ずる契約の締

八

:｡:･撹

得る旨の規定を設くること
結、変更又は解約

を附したる取締役の為したる行為に付き其者が会社を代

することを得る株主は訴の提起を否決したる株主総会前
一一一か月以上引続き株主たりし者たることを要するものと
すること

右の規定に依り提起したる訴の取下、和解又は請求の拠
棄を為すには少数株主の議決権の過半数の同意あること

を要するものとし但之に反対の株主が資本の十分の一以
こと

上に当たるときは取下等を為すことを得ざるものとする
第二一款監査役

第百三十一第百八十四条の規定に依り一時取締役の職務
を行ふ監査役の氏名の登記を為すことを要するものとす

(８８）８８
8９（８９）

第百十七第百六十二条の規定を改め定款を以て株式譲受

玉他の会社の徽業全部の漉受

して責に任ずるものとすること

主総会の認許あるに非ざれば会社と同種の営業を目的と

第百二十八第百七十四条の規定は之を削除すること

ふことを得ざる株主が決議に参加したる株主の議決権の

と

する他の会社の取締役たることをも得ざるものとするこ

第百二十一一第百九十一一一条の規定は之を削除すること

半数以上の議決権を有する場合に於て決議が著しく不当

を裁判所に請求することを得べき旨の規定を設くること
第二款取締役

第百二十四第百六十四条第一項の規定を改め取締役又は
監査役は株主中より之を選任することを要せざるものと
し第百六十八条の規定を削除すること

第百二十五第百六十六条但書中「配当期」を「決算期」
に改むること

第百二十六第百七十条の規定を改め会社を代表すべき取

締役は定款又は株主総会の決議に依り取締役の互選を以
て之を定むることをも得るものとすること

第百二十七会社は社長、副社長、専務取締役、常務取締

役其他会社を代表する権限を有するものと認むくき名称

第百一二十第百七十八条の規定に依りて少数株、王権を行使

なるときは其株主は決議の日より一か月内に決議の変更

第百二十九第百七十五条第一項の規定を改め取締役は株

任の免除

表する権限を有せざる場合と錐も尚ほ善意の第三者に対

４

四第百七十七条の規定に依る取締役又は監査役の世

０

第百一一十三第百六十一条第四項の規定に依り議決権を行

､

薑ii讓篝薑P盲

ること

第百一一一十二第百八十七条の規定に付き決議第百一一一十と同
趣旨の改正を為すこと

第百三十七社債発行の場合に於ては社債総額と会社の手

取額との差額は之を貸借対照表上の資産に計上し社債償
還の期限内に毎決算期に於て均等額以上の償却を為すこ

第百一一一十一一一第百九十条中「｜週間前」を「二週間前」に

一週間前」に改め且同条第三項として株主及び会社の債

第百三十八第百九十一条第一項中「会日前」を「会日の

とを得るものとすること

改め且財産目録、貸借対照表及び損益計算書は命令を以
権者は費用を支払ひて第百九十条の書類の謄本又は抄本

第四節会社の計算

て定むる様式に準拠して之を作成すべき旨の規定を施行
の交付を請求することを得べき旨の規定を設くること

第百三十九第百九十四条第一項の規定を改め「利益を配

法中に設くること

第百三十四営業用の固定財産には其取得価額又は製作価
当する毎に」とあるは「配当期毎に」の意味なること及

金額」とあるを「其額面を超ゆる全額より発行の為めに

第百四十第百九十四条第二項の規定中「其額面を超ゆる

とを明かにすること

び「其利益」とあるは「其決算期の利益」の意味なるこ

額以上の価額を附することを得ざる旨の規定を設くるこ
と

第百一二十五取引所の相場ある有価証券に付ては決算期の
属する月に於ける平均価格に超えざる価格を記載するこ
とを要するものとすること

に帰したる金額及び会社設立の為めに支出したる税額を
にのみ支出することを得べき旨の規定を設くること

第百四十一第百九十四条の準備金は損失を填補する為め

必要なる費用を控除したる金額」の意味に改むること

貸借対照表情の資産に計上したる場合に於ては会社設立

第百一一一十六第百二十一一条第五号の規定に依り会社の負担

の後、若し建設利息の定あるときは其配当を止めたる後

定款を以て其最長期を定むる一」とを要するものとし且利

～

第百四十二第百九十六条の利息を配当すべき期間に付き

Ⅱ

五年内に毎決算期に於て均等額以上の償却を為すことを

息として配当したる金額は之を資産に計上することを得

上に当たる社債権者が会議の目的たる事項及び其招

～

要するものとする一｝と

第百四十七第二百一一一条第一一項及び第一一百五条第一一項規定

を煎入せざる旨の規定を没け且同条節二項及び第一一百三

の事項中に「債券を記名式又は無記名式に限りたる場合

条第二項第五号中「現存する財産」とあるは「現存する

第百四十三現に第百九十六条の配当を為す会社は資本増

に於ては其旨」を加へ且第一一百三条第一一項規定の事項中

るし平叫へ分に超ゆる刊縦を紀山する場合に於ては少くと

加の場合に於ては第百九十六条の規定に準じて新株に対

に「旧社債償還の為めに払込株金額又は現存純財産額に

純財産額」の意味なることを明かにすること

しても利息の配当を為すことを得べきものとし且此場合

超えて社債を発行する場合に於ては其旨」を加ふること

も其六分を超過して配当する金額と同額を其償却に充当

に於ては最長期に関する定款の規定の変更を認むるもの

第百四十八社債権者集会の制度を認め之に付き大体左の
如き趣旨の規定を設くること

―数種の社債を発行したるときは各一種の社債毎に
其社債権者集会を開くべきものとすること

二社債権者集会は会社の取締役、清算人又は破産管

第百四十五株式会社の使用人の身一元保証金其他雇用関係

集の理由を記載したる書面を提出して招集を請求し

財人之を招集すべきものとし社債総額の十分の一以

に基き会社に対して有する債権に付ては其者は会社の財

三社債権者集会の招集、社債権者の議決権、社債権

ることを得べきものとすること

請求者は裁判所の許可を得て杜債権者集会を招集す

たる場合に於て招集権者が其手続を為さざるときは

第百四十六第二百条の適用に関し旧社債償還の為めに社

第五節社債

産の上に一般の先取特権を有するものとすること

ること

重大なる違反あることを疏明することを要するものとす

には業務執行に不正行為あること又は法令定款に対する

株主たりし老たることを要するものとし且其請求を為す

請求することを得る株主は其請求前三か月前以上引続き

第百四十四第百九十八条の規定に依りて検査役の選任を

とすること

することを要するものとすること

鴬

債を募集する場合に於ては社債の総額中に其旧社債の額

(９０）９０
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的

者集会の議事、其決議の方法及び決議無効の訴等に

付ては株主総会に関する商法の規定及び社債権者集
会に関する担保附社債信託法の規定に準じて適当に
規定すること

四社債権者集会に於ては社債元利金の支払の猶予、

不履行に因りて生じたる責任の免除、和解、和議、
強制和議、資本減少又は合併の承認又は之に対する

異議の申述等に付き決議を為すことを得べきものと

し且其決議の効力は総社債権者を義束するものとす
ること

五社債権者集〈室の費用は会社の負担とすること

項を決定し且執行するものとすること

三代表者は総社債権者に代はりて裁判上及び裁判外
の行為を為すことを得べきものとし此場合に於て各
別に社債権者を表示することを要せざるものとする
こと

四代表者の事務処理の費用及び報酬は裁判所の許可
とすること

を得て会社をして之を負担せしむることを得るもの

の一部を償還すべき場合に於て其償還を怠りたるときは

第百五十会社が社債の利息の支払を怠り又は定期に社債
担保附社債信託法第七十九条乃至第八十一条の規定に準
期限の利益を失はしむることを得るものとすること

じ社債権者集会の決議を以て会社をして社債総額に付き

し其決議事項の決定及び其決議の執行を委任することを

第百四十九社債権者集会は一人又は数人の代表者を選任
得べきものとし之に付き大体左の如き趣旨の規定を設く

を記載し且之を登記すべきものとすること

の種類は資本増加の決議を以て之を定め定款に其旨

二普通株を優先株に転換する場合に於ては其優先株

とすること

之を定め定款に其旨を記載し且之を登記すべきもの

―転換を請求し得べき期間は資本増加の決議を以て

旨の規定を設くること

る請求権を与ふることを得るものとし之に関して左の趣

株主又は優先株主に其株式を優先株又は普通株に転換す

第百五十八資本増加の場合に於て新株の所有者たる普通

産及び価格を加ふること

償に譲受くべき旨を約したるときは其者、其目的たる財

する事項並に新株申込人に対し資本増加の後其財産を有

株式譲渡の制限、株券裏書の禁止又は議決権の制限に関

株又は後配株あるときは其種類及び其各種の株式の数、

第百五十七第一一百十一一条の三第一項の規定事項中に優先

第八十五に準ずる規定を設くること

第百五十六資本増加の場合に於ける現物出資に付き決議

締結することを得べき旨の規定を設くること

椎を与ふべき旨の契約は株主総会の特別決縦に依り之を

加又は資本総額を倍額に超ゆる額とする資本増加に関し

第百五十三設立後一一年内に為されたる決議に依る資本増

第百五十一一第二百十条の規定を削除すること

第六節定款の変更

適用せらるべきものとすること

第百五十一第二百七条の規定は社債申込証及び債券に債
券を記名式又は無記名式に限る旨の記載なき場合に限り

Ｕ

ること

－代表者の選任、解任及び其公告並に通知に付ては
担保附社債信託法の規定に準じて適当に規定するこ
と

――数人の代表者は社債権者集今云の決議を以て別段の

ｖ・刃軒靹叩印・弓・叩。ｑ・召

定を為さざるときは過半数を以て其権限に属する事

▲＄ヰーー

て左の趣旨の特別規定を役くること

『呪物出資又は財雌引受の決縦ありたるときは蚊判

所逃任の検査役をして調査を為さしめ其決談を不当
と認めたる場合に於て裁判所は第百三十五条の規定

に準拠し相当の処分を為すことを得るものとするこ
と

――資本増加後一一年内の財産取得に付ては決議第七十
九に準ずること

三株式申込証に付ては決議第八十一一に準ずること

付ては決議第九十三に準ずること

四資本増加に関する取締役又は監査役の責任免除に

一新株の額面以上の発行

二新株の申込人に対し資本増加の後其財産を有償に
譲受くべき旨を約したるときは其者、其目的たる財
産及び価格

三或者に新株引受権を与へむとするときは其者及び
其引受権

昭第百五十五将来の資本増加の場合に於て或者に新株引受

和

正
改
法
社
〈奏
年
一一一

の

歴

史することを要するものとすること

鰍第百五十四左の事項は資本増加の決議と同時に之を決議

第
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三株式の転換の請求は法定の事項を記載したる書面
を以て之を為さしむるものとする｝」と

四株式の転換は株券の引換に依りて之を為すものと
すること

五転換請求権を有する普通株主に関しては第二百十
一一条の規定を準用すること

六取締役は毎営業年度末より法定の期間内に其営業
年度中に為したる転換の結果生じたる優先株の数の
増減を登記すべきものとすること

第百五十九資本増加の一方法として杜債権者に社債を株
式に転換する請求権を与へ其転換ありたる部分に付き資
本の増加を生ずることを認むるものとし之に関して左の
趣旨の規定を設くること

－増加すべき資本の総額、転換せらるべき社債及び
其転換を請求し得べき期間は資本増加の決議を以て
之を定め定款に其旨を記載し且之を登記すべきもの
とすること

二社債転換の条件は資本増加の決議を以て之を定め

入るべき旨の規定を潜脱することを得せしめざる様
適当に規定すること

三社債の転換の請求は法定の事項を記載したる書面
を以て之を為さしむるものとすること

四社債の転換は債券と引換に株券を交付するに因り
て之を為すものとすること

五取締役は毎営業年度末より法定の期間内に其営業
年度内に為したる転換の結果生じたる資本増加を登
記すべきものとすること

第百六十資本の増加は第二百十七条の登記に因りて其効
力を生ずるものとすること但第一一百十三条の総会に於て
は新株引受人をして株主と同様の権利を行使せしむるこ
ととし且其株金払込の期日より利益又は利息の配当を受
くることを得るものとする

第百六十一資本増加の場合に於ける株式引受無効の主張
の制限に付き設立の場合に準する規定を設くる一」と

第百六十二資本増加の無効は株主、取締役又は監査役よ
り訴を以てのみ之を主張することを得るものとすること

第百六十六第一一百二十条の一一の規定に追加し無記名株を

因たる暇疵が補完せられたるとき其他会社の現況が資本

資本増加無効の訴の提起ありたる場合に於て其無効の原

蜥加を打効ならしむるに支障なきときは批判所は資本期

発行したる場合に於て同条の通知に代へ公告を為すこと

且如何なる場合に於ても株式の額面以下の発行と同
一結果を生ぜしめず又額面超過額を法定基準金に組

加無効の請求を棄却することを得る旨の規定を設くるこ

第百六十七第二百一一十条の一一一第一項の規定を改め株主が

を要するものとすること

資本増加無効の訴は資本増加の登記の日より六か月内に

と

之を提起することを要するものとし第九十九条の三乃至

は其併合に適せざる部分のみに付き失権すべきものとし

株券を提供したる場合に於て併合に適せざる株あるとき
之に応じて第一一百二十条の四準用の第百五十一一一条の一一の

第九十九条の五、第百六十一一一条の一一第二項、第一一一項及び
第百六十一一一条の三の規定を準用するものとすること

第百六十八資本減少の無効は株主、取締役、監査役、清

規定を改むること

に準ずる規定に依り将来に向て新株を無効とし判決確定

算人、破産管財人及び資本減少の登記前の会社債権者に

資本増加無効の判決が確定したるときは株式の強制消却
当時の会社財産の状況に応じ株金の払戻又は未廩払込株金

限り訴を以てのみ之を主張することを得るものとし決議
と

第百六十九第四章第六節の次に「会社の整理」の一節を

第六節の一一会社の整理

第百六十二第一一項及び第一一一項と同趣旨の規定を設くるこ

の徴収を為すことを要するものとすること

第百六十三第一一百一一十条第一一項の準用規定中第七十九条
第三項及び第八十条を削除すること

第百六十四異議を述べたる債権者に弁済を為し又は相当

の担保を供するに代へ之を受益者として信託会社に信託

於て其株式間に於て株式の併合又は消却の割合を異にす

第百六十五会社に株金払込額を異にする株式ある場合に

所は取締役、監査役、資本の十分の一以上に当たる

き又は支払不能若くは債務超過の疑あるときは裁判

－会社が支払不能若くは債務超過に陥るの虞あると

加へ左の趣旨の規定を設くること

るには株主総会の決議の外其各種の株主の総会の決議の

株主又は払込たる株金額の十分の一以上に当たる償

を為すことを得る旨の規定を設くること

あることを要するものとすること
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、

権者の申立に因り会社に対し整理命令を発すること
を得るものとすること

整理命令の請求を為すことを得るものとすること

二会社の業務に付き監督権を有する官庁は裁判所に
三裁判所整理命令を発したるときは左の処分を為す
ことを得るものとすること

（チ）発起人、取締役又は監査役の責任に属する損
は法定期間内に訴を提起することを妨げざるこ

害賠償額を査定すること但当事者異議あるとき

と

四（イ）前号（ト）の命令ありたる場合に於て取締役
は株主をして株金払込を為さしむる必要ありと

認むるときは各株主に対し其有する株式の数及
び未払込額を通知し異議あらば一か月を下らざ

る一定の期間内に之を申出づべき旨を催告する

を以て検査命令を発することを得るものとすること

裁判所は第一号に掲げたる者の申立に因り又は職権

￣

（イ）会社に対し発起人、取締役又は監査役の責任
の免除を禁止すること

（ロ）整理命令前一年内に為したる責任の免除を取
ことを要するものとし此場合に於て株主が異議

を述べざるときは其数額は確定し異議を述べた

消すこと

（Ｃ取締役又は監査役の解任を命ずること
るときは取締役は意見を附して之を裁判所に報

は之に協力せしむることを得るものとすること

は整理委員を選任し其立案及び実行に当たらしめ又

及び実行を命ずる場合に於て必要ありと認むるとき

十一裁判所は会社に対し縦理又は和縦に関する立案

（Ｃ右認可ありたるときは其株主表は各株主の払

に付き裁判所の認可を受くべきものとすること

べきものとし且払込の催告を為す際予め其金額

載したる株主表を作成して裁判所の認可を受く

基き各株主の有する株式の数及び未払込額を記

（巳取締役は右の手続に依り確定したるところに

判を為すものとすること

告し裁判所は非訟事件手続法の規定に依りて裁

（一Ｃ会社財産の処分の禁止、業務の制限其他必要
なる保全処分を為すこと
（主会社の業務及び財産の全般に渉り監督命令を
発し重要なる行為に付き裁判所の選任したる監
督者の同意を要する旨を命ずること

（Ｃ会社の業務及び財産の全般に渉り管理命令を
発すること

（卜）会社に対し整理又は和議に関する立案及び実
行を命ずること

込むべき金額に付き伏務名錨たるの効力を有す
るものとすること

五強制執行、仮差押、仮処分及び破産との関係に付
き和議法第十五条、第十七条、第四十条及び第五十

六会社に破産原因を生ずべき虞ある場合に於て裁判

＋三検査命令は裁判所に於て選任したる検査役をし

＋二会社財産の状況に因り必要ありと認むるときは

所必要と認むるときは和議の申出を為すことを認可

八条に準ずる規定を設くること

することを得るものとし此場合に於ては和議法の規

＋四検査役は会社の業務及び財産の状況を調査し若

て之を執行せしむるものとすること

七会社に破産原因あること分明なるに至りたる場合

し業績不良なるときは其原因を明かにし会社の設立、

定に準じて和議を為すことを得るものとすること
に於て裁判所必要と認むるときは職権を以て破産の

業務の執行に関し発起人、取締役等に不正又は僻怠

検査役は裁判所の許可を得て執達吏又は警察官の援

得るものとすること

的を達するに必要なる一切の事情を調査することを

の書類、帳簿へ金銭、物品等を検閲し其他前項の目

し会社の業務及び財産の状況に付き報告を求め会社

＋五検査役は会社の取締役、監査役、支配人等に対

とすること

の行為なかりしや否やを究明することを要するもの

宣告を為すことを得るものとすること

むるときは裁判所は申立に因り又は職権を以て第三

八整理命令の申立ありたる場合に於て必要ありと認

号（一Ｃ乃至（ヘ）の処分を為すことを得るものと
すること

九会社債権の相殺に付き大体に於て破産法第百四条
と同趣旨の規定を設くること

十管理命令は裁判所の選任したる管理者をして之を
執行せしむるものとすること

鐸
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二彌
億

「

０

肋を求むることを得るものとすること

＋六検査役は検査の結果を裁判所に報告すべきもの

第七節解散

第百七十第二百二十一条規定の事項中会社の目的たる事
ることを削除すること

業の成功又は其成功の不能及び株主が七人未満に減じた

第百七十一会社が其営業全部の譲渡を決議したるときは

とすること

（イ）発起人又は取締役に第百三十六条又は第一一百

殊に

意見を附して之を報告すべきものとすること

第二号所定の事由に因りて解散したるときは株主総会の

第百七十一一会社が第七十四条第一号又は第一一百二十一条

解散するものとすること

（ロ）発起人、取締役又は監査役に第百四十二条の

と

特別決議を以て会社を継続することを得るものとするこ

十六条の規定に依る義務ありと思料するときは

二、第百七十七条又は第百八十九条の規定に依

ること

総会に提出して合併の決議を為すことを要するものとす

第百七十四合併を為すには合併契約書を作成し之を株主

る合併を為すことを得るものとすること

第百七十一二解散後の会社と錐も他の会社を存続会社とす

り責任を負ふべき事実ありと思料するときは意

見を附して之を報告すべきものとすること

（Ｃ財産の保全に関し応急の処分を為す必要あり
と思料するときは意見を附して之を報告すべき
ものとすること

告に之を記載することを要するものとすること

合併契約書の要領は第百五十六条に定めたる通知及び公

（一○業務及び財産に関し監督又は管理を為す必要
べきものとすること

第百七十五吸収合併の契約書には左の事項を定むること

ありと思料するときは意見を附して之を報告す

（ホ）整理の方針及び能否に付き意見を附して之を
を要するものとすること
－合併後存続する会社の増加すべき資本の総額

報告すべきものとすること
＋七本節の管轄裁判所は地方裁判所とすること

第百八十新設合併の場合に於ては各会社に於て選任した

の規定を設くること

る後第二百十一一一条の規定に準じ株主総会を招集すべき旨

合併後存続する会社は其新に発行すべき株式を売却した

会社に株式併合の為めに失権したる株式ありたるときは

第百七十九吸収合併の場合に於て合併に因りて消滅する

十七に準ずる規定を設くること

第百七十八合併の場合に付き決議第百六十四乃至第百六

第三項及び第八十条を削除すること

第百七十七第二百二十五条第一項の準用規定中第七十九

する定を為したるときは其規定

五合併に因りて設立する会社の創立総会の期日に関

込金額及び之を合併に因りて消滅する会社の株主に

二合併後存続する会社の発行すべき新株の数並に払
割当て交付する割合に関する事項
三合併に因りて消滅する会社の株主に支払ふべき金
額を定めたるときは其金額

日

四各会社に於て合併の決議を為すべき株主総会の期
五合併を為すべき期日に関する定を為したるときは
其規定

第百七十六新設合併の契約書には左の事項を定むること
を要するものとすること

―合併に因りて設立する会社の目的、商号、資本の

滅する会社に株式併合の為めに失権したる株式ありたる

る者が公正証書を以て定款を作成し若し合併に因りて消
ときは新に発行すべき株式を売却したる後第百三十一条

総額及び一株の価額
並に払込金額及び之を合併に因りて消滅する会社の

二合併に因りて設立する会社の発行すべき株式の数

の規定に準じ創立総会を招集すべき旨の規定を設くるこ

るものとし且其創立総会に於ては合併契約に反せざる範

体に於て第百三十一一条乃至第百一一一十四条の規定の準用あ

第百八十一合併に因りて設立する〈云社の創立総会には大

と

株主に割当て交付する割合に関する事項
一一一合併に因りて消滅する会社の株主に支払ふべき金
額を定めたるときは其金額

四各会社に於て合併の決議を為すべき株主総会の期
日

9８

(９８）
9９（９９）

神戸学院法学第25巻第１号
昭和一三年会社法改止の歴史的展開・第一部

、

囲内に於てのみ定款変更の決議を為すことを得べき旨の
規定を設くること

の債権又は担保ある債権等の弁済に付き裁判所の許可を

し弁済を為すことを得ざる旨の規定を設くること但少額

第百八十七第一一百三十条の承認ありたるときは清算人の

得たる場合は此限に在らざるものとすること

場合に於ては合併後存続する会社の第一一百十三条の規定
責任は不正の行為ありたる場合を除くの外当然解除せら

第百八十二合併に関する第八十一条の登記は吸収合併の
に準ずる株主総会、新設合併の場合に於ては其創立総会

－会社が債務超過に陥るの虞あるとき又は債務超過

の趣旨の規定を設くること

第百九十第一款総則の次に「特別清算」の一款を加へ左

第二款特別清算

を加ふること

第百八十九第一一百一一一十一一一条に決議第六十三に準ずる改正

に準ずる規定を設くること

て改め且決議第五十四、第五十六、第五十九及び第六十

第百八十八第一一百三十一一条の規定を決議第五十八に準じ

れたるものと看倣すべき旨の規定を設くること

と

終結の後二週間内に之を為すことを要するものとするこ

清算人、破産管財人及び合併の登記前の会社債権者に限

第百八十一二合併の無効は各会社の株主、取締役、監査役、
り訴を以てのみ之を主張することを得るものとし決議第
百六十一一第一一項、第一一一項及び決議第四十七第二項乃至第
四項と同趣旨の規定を設くること
第八節清算

第百八十四第四章第八節を二款に分ち現在の規定を第一

の疑あるとき其他清算の遂行に付き著しき困難あり
と認むるときは裁判所は会社の債権者、監査役、株

第一款総則

款総則とすること

第百八十五清算人は選任の後二週間内に其氏名、住所及

主若くは清算人の申立に因り又は職権を以て特別清

二会社の業務に付き監督権を有する官庁は裁判所に

び解散の事由、年月日を裁判所に届出づることを要する
第百八十六清算人は債権届出期間内には会社債権者に対

柿を行はしむべきや否や及び如何なる金額に付き之

算の開始を命ずることを得るものとすること

特別澗節の洲妨の嫡求を為すことを符るものとする

を行はしむべきやは清算人之を定むるものとし異議

旨の規定を設くること

こと

に其利益の保護を図る義務を負ふものとすること

目録及び貸借対照表を債権者集会に提出し清算の実

七清算人は会社の業務及び財産の現況調査書、財産

あるときは裁判所之を定むるものとすること

四清算人は会社に現存する金銭が会社の債務の金額

行に付ての方針及び見込を報告することを要するも

一一一清算人は会社、株、王及び会社の債権者に対し公平

を弁済するに足らざるときは其債権者に対し債権額

のとすること

可を要するものとすること

（ロ）監査委員は三人以上とし其選任は裁判所の認

を得るものとすること

八（ィ）債権者集会に於ては監査委員を選任すること

の割合に応じて弁済を為すことを要するものとする

こと但少額の債権又は担保ある債権等の弁済に付き

裁判所の許可を得たる場合は此限に在らざるものと
すること

五清算人は清算実行の為め必要あるときは債権者集

（Ｃ監査委員は何時にても清算人に対して清算事

務及び財産の状況の報告を求め且自ら之を調査

会を招集することを得るものとすること

届出を為したる債権者の債権額の十分の一以上に当

することを得るものとすること

急迫なる事情あるときは債権者集会の決議に代へ裁

債権者集会の決議を要するものとすること

付ては監査委員の同意、監査委員の選任なきときは

九重要財産の処分、訴の提起、和解、仲裁契約等に

七十五条に準ずる規定を設くること

（一一）破産法第百七十二条、第百七十四条及び第百

たる債権者の申出あるときは清算人は債権者集会を
招集することを要するものとすること

前項の申出ありたる場合に於て清算人が債権者集会
を招集せざるときは申出を為したる債権者は裁判所
の許可を得て其招集を為すことを得るものとするこ
と

六届出ありたる各債権に付き債権者集〈室に於て議決
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判所の許可を得べきものとすること
るものとすること

＋五会社財産の状況に依り必要ありと認むるときは

前項の和議に付ては破産法第一一一百四条、第三百一一十

十第二百一一十六条第一項の清算人は債権者集会の決

裁判所は清算人、監査役、監査委員、届出を為した

善意の第三者を保護する為め破産法第一一百一条に準

議を以て之を解任することを得るものとし且此場合
る債権者の債権額の十分の一以上に当たる債権者若

六条等に準じ相当の規定を設くること

に於て後任清算人は裁判所之を選任するものとする

ずる規定を設くること

こと

十九第三号（イ）乃至（二）及び（チ）に準ずる処

十七裁判所前項の報告を受けたるときは決議第百六

に準ずる報告を為すべきものとする一」と

とし殊に決議第百六十九第十六号（イ）乃至（ハ）

＋六検査役は検査の結果を裁判所に報告すべきもの

得るものとすること

又は職権を以て会社に対し検査命令を発することを

くは資本の十分の一以上に当たる株主の申立に困り

＋一裁判所は何時にても清算人に対し清算事務及び
財産の状況の報告を命じ其他清算の監督上必要なる
調査を為すことを得るものとすること

＋二裁判所は清算の監督上必要と認むるときは会社
財産の処分の禁止、業務の制限其他の保全処分を為
すことを得るものとする一」と

十三裁判所は重要なる事由あるときは職権を以て清
分を為すの外会社の財産が債務を完済するに不足な

ること分明なるに至りたる場合に於て第十四号に依

算人を改任することを得るものとすること

＋四債権者集会に於ては会社の申出に係る和議の条

る和議の見込なきときは職権を以て破産の宣告を為
＋八決議第百六十九第四号、第五号、第八号、第九

件に付き決議を為すことを得るものとし和議条件承
額が届出を為したる債権総額の四分の三以上に当た

号及び第十七号に準ずる定を為すこと但決議第百六

すことを得るものとすること

るものの同意を以て之を為し且裁判所の認可を要す

織変史前の会社仙勝に付き退社Ⅱに岬ずる成任を負ふ旨

認の決議は出席したる債権者の過半数にして其債権

卜几第八リ中に引川せる第一一一ザ（へ）の処分はとキ」

の規定を設くること

に処するものとすること

を加へたるときは十年以下の懲役又は一万円以下の罰金

使用人其任務に背きたる行為を為し会社に財産上の損害

の営業に関する或種若くは特定の事項の委任を受けたる

会社若くは株式合資会社の清算人若くは支配人其他会社

する社員、監査役、管理者、整理委員、監督者又は株式

第百九十六発起人、取締役、株式合資会社の業務を執行

第七章罰

除く

十九会社が債務超過に陥るの虞あるとき又は債務超
過の疑あるときは清算人は特別清算開始の申立を為
すことを要するものとすること

第五章株式合資会社
第百九十一第二百一一一十六条第一項規定の事項中に無限責

任社員と会社との関係を加ふること

第百九十二創立総会に於て定款の変更を決議したる場合
に於て無限責任社員の一致なきときは会社の設立は廃止

を為し社債権者に財産上の損害を加へたるときは五年以

第百九十七社債権者集会の代表者其任務に背きたる行為

第百九十三株式会社に於て特別決議を要する事項に付て

下の懲役又は五千円以下の罰金に処するものとすること

せらるべき旨の規定を設くること

は株主総会の特別決議の外無限責任社員の一致あること

発起人、取締役、株式合資会社の業務を執行する社員、

第百九十八第二百六十一条の規定を改め左の場合に於て

第百九十四株主一人も無きに至りたるときは無限責任社

監査役、検査役又は株式会社若くは株式合資会社の支配

を要する旨の規定を設くること

員の一致を以て合名会社として会社を継続することを得

人其他会社の営業に関する或種類若くは特定の事項の委
罰金に処するものとすること

任を受けたる使用人を五年以下の懲役又は五千円以下の

る旨の規定を設くること

第百九十五第一一百五十三条第一一項準用の第七十八条、第

七十九条第一項、第二項を削除し無限責任社員は会社組
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第二百一発起人、取締役、株式合資〈云社の業務を執行す

ること

は一一一千円以下の罰金に処し相通じて預合に応じたる者亦
三年以下の懲役又は一一一千円以下の罰金に処するものとす

第二百発起人、取締役、株式合資会社の業務を執行する
社員、株式会社若くは株式合資会社の清算人又は支配人
株金の払込若くは会社財産の状況を仮装する為め其他不
正の目的を以て預合を為したるときは一一一年以下の懲役又

こと

にして前項の行為を為したるものを処罰するものとする

社なるときは其取締役、業務を執行する社員又は支配人

第二百四条の二に規定する者又は社債を引受けたる者会

たるとき

二社債を引受たる者其引受たる社債の売出を為す場
合に於て人を欺岡する目的を以て社債の募集広告其
他募集に関する文書に虚偽の記載を為し之を行使し

行使したるとき

於て人を欺岡する目的を以て株式申込証、社債申込
証、目論見書、株式又は社債の募集の広告其他株式
又社債の募集に関する文書に虚偽の記載を為し之を
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一会社の設立又は資本増加の場合に於て株式総数の
引受若くは株金の払込額に付き又は第百一一十一一条
（第一号及び第一一号を除く）、第一一百十一一条の一一若
くは決議第百五十四第一一号に褐ぐる事実に付き裁判

所又は総会に対し不実の申述を為し又は事実を隠蔽
したるとき

けたるとき

二何人の名義を以てするを問はずく云社の計算に於て
不正に其株式を取得し又は質権の目的として之を受

三法令又は定款の規定に違反して利益又は利息の配
当を為したるとき

とき

四会社の営業の範囲外に於て賃付若くは手形の割引
を為し又は投機取引の為めに会社財産を処分したる

第百九十九左の場合に於ては五年以下の懲役又は五千円
以下の罰金に処するものとすること

－発起人、取締役、株式合資会社の業務を執行する
社員、外国会社の代表者、株式会社若くは株式合資
会社の支配人又は第一一百四条の一一に規定する者会社

に関し不正の利益を収受し又は之を要求若くは約束した

或種類若くは特定の事項の委任を受けたる使用人其職務

合資会社の清算人若くは支配人其他会社の営業に関する

雌将粁、社仇椛者雌会の代表者又は株式会社若くは株式

る社風、雛在役、検従役、符埋者、臘森委貝、幣理委只、

と能はざるときは其価格を追徴するものとすること

たる利益は之を没収す若し其全部又は一部を没収するこ

第一一百一一一決議第二百一及び第一一百一一の場合に於て収受し

当たる社債権者の権利の行使若くは不行使

の提起若くは不提起又は社債総額の十分の一以上に

の行仙若くは不行使ｙ社价椛者集会の決繊無効の訴

を設立し、資本を増加し又は社債を募集する場合に

るときは三年以下の懲役又は一一一千円以下の罰金に処し不

第一一百四決議第二百一一に掲げたる事項に関し不正の目的

を以て金銭其他財産上の利益を交付又は提供したる者を

正の利益を交付、提供又は約束したる者亦三年以下の懲
役又は三千円以下の罰金に処するものとすること

一年以下の懲役若くは千円以下の罰金に処するものとす

第二百五株金払込の一員任を免るる目的を以て他人又は存

ること

第二百二左に掲げたる事項に関し何等の名義を以てする

在せざる者の名義を用ゐて株式を引受若くは譲受たる者

不正の利益を交付、提供又は約束したる者自首したると

を間はず金銭其他の財産上の利益を収受又は要求したる

又は株式の譲渡を仮装したる者を一年以下の懲役又は千

きは其刑を減軽又は免除することを得るものとすること

者を一年以下の懲役又は千円以下の罰金に処するものと

円以下の罰金に処するものとすること

下の過料に処するものとすること

者又は株式会社若くは株式合資会社の支配人を五千円以

者、監査委員、整理委員、清算人、杜債権者集会の代表

員、取締役、外国会社の代表者、監査役、検査役、管理

を改め左の場合に於て発起人、会社の業務を執行する社

第二百六第一一百六十一一条及び第一一百六十一一条の一一の規定

すること

―総会又は債権者集会に於ける発一一一一口若くは不発言又
は議決権の行使若くは不行使

二総会の決議無効の訴其他本編に規定する訴の提起
の権利の行使若くは不行使

若くは不提起又は資本の十分の一以上に当たる株主

三社債権者集会に於ける発一一一一口若くは不発一一一一口、議決権
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一本編に定めたる登記を為すことを怠りたるとき

二本編に定めたる公告若くは通知を為すことを怠り
又は不正の公告若くは通知を為したるとき

を許すべき書類を正当の理由なくして閲覧せしめず

三本編の規定により閲覧又は謄本若くは抄本の交付

又は其謄本若くは抄本の交付を為さざるとき
四本編の規定に依る検査又は調査を妨げるとき

五官庁、総会、社債権者集会又は債権者集会に対し

を為したるとき

十第百五十一条第二項の規定に違反して株式の消却

とき

十一正当の理由なくして株券の名義書換を為さざる

為したるとき

十一一決議第百九の規定に違反して株券を無記名式と

十三定款、株主名簿、社債原簿、議事録、財産目録、
貸借対照表、営業報告書、事務報告書、損益計算書、

十二条の一一一第一項及び第一一百一一一十八条第一一項の規定

六第百一一十六条第一一項、第一一百一一一条第二項、第一一百

十四第百七十一条第一項又は第百九十一条第一項の

べき事項を記載せず又は不正の記載を為したるとき

帳簿及び決議第百九十第七号の現況調査書に記載す

準備金並に利息の配当に関する議案、第二十五条の

に違反し株式申込証又は社債申込証を作らず之に記

不実の申述を為し又は事実を隠蔽したるとき

載すべき事項を記載せず又は不正の記載を為したる

地以外の地に於て若くは決議第百十四の規定に違反

して株主総会を招集せざるとき又は定款に定めたる

三十四条に於て準用する第百五十七条の規定に違反

十五第百五十七条、第百九十八条第二項又は第二百

又は支店に備へ置かざるとき

規定に依り会社に備へ置くべき帳簿又は書類を本店

とき

七決議第九十六の規定に違反して権利株の譲渡又は
其予約を為したるとき

八第百四十七条第一項又は第一一百十七条第三項の規
定に違反して株券を発行したるとき
して株主総会を招集したるとき

十六法令又は定款の規定に依る取締役又は監査役の

九株券又は債券に記載すべき事項を記載せず又は不
正の記載を為したるとき

一一十三裁判所の選任したる管理者又は油算入に事務

を為したるとき

為し又は決議第百九十第四号の規定に違反して弁済

二十五民法第七十九条の期間内に或債権者に弁済を

七十九条の期間を不当に定めたるとき

二十四清算の結了を遅延せしむる目的を以て民法第

の引渡を為さざるとき

定、に不足を生じたる場合に於て其選任手続を為す
ことを怠りたるとき

十七決議第百九十第十九号の規定に違反して特別清
算開始の申立を為すことを怠り又は民法第八十一条

の規定に違反して破産宣告の請求を為すことを怠り
たるとき

ず又は決議第百四十一条の規定に違反して準備金を

十八第百九十四条の規｛正に違反して準備金を積立て

二十七決議第百六十九第七号（二）（ホ）又は決議

したるとき

二十六第九十五条の規定に違反して会社財産を分配

十九第二百条の規定に違反して社債を募集し又は第

第百九十第十二号の規定に依る裁判所の命令に違反

支出したるとき

二百五条第一項の規定に違反して債券を発行したる

したるとき

項に褐ぐる者自己若くは他人に利益を与へ又は他人に

二十八決議第百九十第九号の規定に違反したるとき

とき

一一十旧社債償還の為めに払込金額又は現存純財産額
を超えて社債を発行したる場合に於て旧社債の償還
を為さざるとき

二十一第七十八条又は第七十九条の規定に違反して
合併、会社財産の処分、資本の減少又は組織の変更
を為したるとき

一一十一一第二百六十条の規定に依る裁判所の命令に違
反したるとき

害を加ふることを知りて前項の行為を為したるときは
年以下の懲役若くは禁鋼又は千円以下の罰金に処する
のとすること

希望決議

本案の罰則に付ては大体要綱に基くも起草の際一般刑事法
との 関係を審究し要綱の本旨に反せざる範囲内に於て適当
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頁以下を底本とする。旧漢字を新漢字とし
た。

ｌ保険契約と他の契約との区別を目的としてＩ

おわりにかえて

第二款保険本質論の考察

第一款企業説（三国亘の説）の分析

第二節保険本質論の考察

第一節定義の目的および方法論

第三章保険本質論の考察

第二節保険本質論の背景

第一節保険本質論の類型

第二章イタリア法における保険本質論

第一章保険本質論の類型

はじめに

保険本質論の法的再検討
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