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●本になされた訂正・変更箇所 

 
【１刷から２刷】（２０１６年８月２日更新） 

 

ⅩⅦ頁 

下から５行目「（有斐閣・2006）」を「（有斐閣・2011）」と訂正する。 

 

76 頁 

24 行目「金銭の払込」を「金銭の払込み」と訂正する。 

 

90 頁 

下から 18 行目「当該代表取締役」を「当該株式会社」と訂正する。 

 

147 頁 

５行目「委員会設置会社では」を「指名委員会等設置会社では」と訂正する。 

 

183 頁 

下から 15 行目「小数株主権等」を「少数株主権等」と訂正する。 

 

187 頁 

下から 10 行目「公開会社のときを除いて」を「非公開会社のときを除いて」と訂正する。 

 

231 頁 

12 行目「振興市場」を「新興市場」と訂正する。 

 

237 頁 

下から８行目「非訟 141 条以下」を「非訟 99 条以下」と訂正する。 

下から７行目「非訟 148 条」を「非訟 106 条」と訂正する。 

 

246 頁 

右欄４行目「１項３号。」を「１項２号。236 条１項２号。」と訂正する。 

 

252 頁 

９行目「決定の必要的機関」を「法定の必要的機関」と訂正する。 

 

279 頁 

下から 17 行目「（331 条３項）」を「（331 条４項）」と訂正する。 

 

286 頁 

17 行目「342 条４項」を「342 条６項」と訂正する。 

 

305 頁 

下から 21 行目「委員会設置会社」を「指名委員会等設置会社」と訂正する。 

 

308 頁 

17 行目「知りうべかしりとき」を「知りうべかりしとき」と訂正する。 

 

350 頁下から４行目、３行目、351 頁５行目 

「339 条」を「399 条」と訂正する。 

 

353 頁 

下から７行目「416 条１項２項」を「416 条１項２号」と訂正する。 
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370 頁 

下から 12 行目「間接損害の揚合」を「間接損害の場合」と訂正する。 

 

386 頁 

22 行目「会社法 847 条８項」を「会社法 847 条の４第３項」と訂正する。 

 

393 頁 

９行目「親会社」の前に「現行法上、」を挿入する。 

10 行目「41 問」の次に「改題」を挿入する。 

右欄７行目「×」を「○」と訂正する。 

右欄 10 行目「【4】(4)」を「【2】(2)参照」と訂正する。 

 

394 頁 

「問題 39」を削除し、以降の番号を１つずつ繰り上げる。 

 

400 頁 

１行目を削除する。 

 

408 頁 

15 行目「債券金額」を「債権金額」と訂正する。 

 

534 頁 

「清算人会設置会社」の初掲条文「478Ⅵ」を「478Ⅷ」と訂正する。 

 

536 頁 

「代理商」の備考「１編２章２節」を「１編３章２節」と訂正する。 
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●HP 上のみの訂正・変更 

 

【２０１６年８月１８日更新】 

 

114 頁 

下から 12 行目以降、115 頁 16 行目までを以下の文章にさしかえる。 

また、近時の判例は、共有に属する株式について 106条本文の規定に基づく指定および通知を欠いたま

ま当該株式についての権利が行使された場合において、当該権利の行使が 民法の共有に関する規定に従っ

たものでないときは、株式会社が 06条ただし書の同意をしても、当該権利の行使は、適法となるものでは

ないとした。 

 

上で追加された本文１行目に対応する右欄に、以下の文章を挿入する。 

→最判平成 27 年 2 月 19 日（後出重要判例） 

 

★重要判例（最判平成 27年 2月 19日〔平 27重判・商法 1事件〕） 

「会社法 106条本文は、『株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権

利を行使する者１人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式につ

いての権利を行使することができない。』と規定しているところ、これは、共有に属する株式の権利の行

使の方法について、民法の共有に関する規定に対する『特別の定め』（同法 264条ただし書）を設けたも

のと解される。その上で、会社法 106条ただし書は、『ただし、株式会社が当該権利を行使することに同

意した場合は、この限りでない。』と規定しているのであって、これは、その文言に照らすと、株式会社

が当該同意をした場合には、共有に属する株式についての権利の行使の方法に関する特別の定めである

同条本文の規定の適用が排除されることを定めたものと解される。そうすると、共有に属する株式につ

いて会社法 106 条本文の規定に基づく指定及び通知を欠いたまま当該株式についての権利が行使された

場合において、当該権利の行使が民法の共有に関する規定に従ったものでないときは、株式会社が同条

ただし書の同意をしても、当該権利の行使は、適法となるものではないと解するのが相当である。 

そして、共有に属する株式についての議決権の行使は、当該議決権の行使をもって直ちに株式を処分

し、又は株式の内容を変更することになるなど特段の事情のない限り、株式の管理に関する行為として、

民法 252 条本文により、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決せられるものと解するのが相当

である。」 

「これを本件についてみると、本件議決権行使は会社法 106 条本文の規定に基づく指定及び通知を欠

いたままされたものであるところ、本件議決権行使の対象となった議案は、①取締役の選任、②代表取

締役の選任並びに③本店の所在地を変更する旨の定款の変更及び本店の移転であり、これらが可決され

ることにより直ちに本件準共有株式が処分され、又はその内容が変更されるなどの特段の事情は認めら

れないから、本件議決権行使は、本件準共有株式の管理に関する行為として、各共有者の持分の価格に

従い、その過半数で決せられるものというべきである。 

そして、前記事実関係によれば、本件議決権行使をしたＢは本件準共有株式について２分の１の持分

を有するにすぎず、また、残余の２分の１の持分を有する被上告人が本件議決権行使に同意していない

ことは明らかである。そうすると、本件議決権行使は、各共有者の持分の価格に従いその過半数で決せ

られているものとはいえず、民法の共有に関する規定に従ったものではないから、上告人がこれに同意

しても、適法となるものではない。」 

「以上によれば、本件議決権行使が不適法なものとなる結果、本件各決議は、決議の方法が法令に違

反するものとして、取り消されるべきものである。」 

【争点】①共有に属する株式について 106 条本文の規定に基づく指定および通知を欠いたまま権利が行

使された場合における 106条ただし書の株式会社の同意の効果。 

②共有に属する株式についての議決権の行使の決定方法。 

【結論】①当該権利の行使が 民法の共有に関する規定に従ったものでないときは、株式会社が 106条た

だし書の同意をしても、当該権利の行使は、適法となるものではない。 

②共有に属する株式についての議決権の行使は、当該議決権の行使をもってただちに株式を処

分し、または株式の内容を変更することになるなど特段の事情のないかぎり、株式の管理に

関する行為として、民法 252 条本文により、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決

せられる。 
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174頁 

下から 10行目の次に以下の文章を挿入する。 

近時の裁判例には、議決権の基準日の公告を欠いたとして株主総会決議の取消しがなされた例がある。 

 

上で追加された本文に対応する右欄に、以下の文章を挿入する。 

→東京地判平成 26 年４月 17 日（平 26 重判・商法１事件） 

 

213頁 

重要判例の上に以下の文章を挿入する。 

なお、近時の判例は、「非上場会社が株主以外の者に新株を発行するに際し、客観的資料に基づく一応合

理的な算定方法によって発行価額が決定されていたといえる場合には、その発行価額は、特別の事情のな

い限り、商法（平成 17 年法律第 87 号による改正前のもの）280 条ノ２第２項にいう『特ニ有利ナル発行

価額』に当たらない」とした。 

 

上で追加された本文１行目に対応する右欄に、以下の文章を挿入する。 

→最判平成 27 年２月 19 日（平 27 重判・商法４事件） 

 

221頁 

25行目の下に以下の文章を挿入する。 

なお、最近の裁判例をみると、経営支配権がある場合において、株主総会の議決権行使の基準時後・株

主総会前に新株発行が行われて会社が株主総会でその新株発行の割当先に議決権行使を認めた（124条４項

本文参照）ときに、支配権維持を主要目的とする新株発行と推認する（事実上の推認）というのが、現在

における主要目的ルールの運用であるとされる。 

 

上で追加された本文１行目に対応する右欄に、以下の文章を挿入する。 

→仙台地決平成 26年３月 26日（平 26重判・商法２事件）、 

山口地宇部支決平成 26年 12月４日（平 27重判・商法３事件） 

 

257頁 

17行目の下に以下の文章を挿入する。 

なお、株主提案権の行使が権利濫用として許されない場合がある（判例）。 

 

上で追加された本文に対応する右欄に、以下の文章を挿入する。 

→最判平成 27年５月 19日（平 27重判・商法５事件） 
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【２０１８年５月１５日更新】 

 
126 頁 

下から 17 行目「支払う義務を負う（120 条４項本文）。」の後に、以下の文章を挿入する。 

法務省令で定める者とは、①利益の供与に関する職務を行った取締役および執行役（会社施規 21 条１号）、

②利益の供与が取締役会の決議に基づいて行われたとき（21 条２号）は、（イ）取締役会決議に賛成した

取締役、（ロ）当該取締役会に当該利益の供与に関する議案を提案した取締役および執行役、③利益の供与

が株主総会の決議に基づいて行われたとき（21 条３号）は、（イ）当該株主総会に当該利益に供与に関す

る議案を提案した取締役、（ロ）その議案の決定に同意した取締役（取締役会設置会社の取締役を除く）、

（ハ）その議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締

役、（ニ）当該株主総会において当該利益の供与に関する事項について説明をして取締役および執行役をい

う。 

 

254 頁 

12 行目の下に以下の文章を挿入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

264 頁 

下から 13 行目の下に、以下の文章を挿入する。 

なお、法務省令で定める場合とは、①株主が説明を求めた事項について説明をするために調査をするこ

とが必要な場合（会社施規 71 条１号）であり、かつ、（イ）当該株主総会の日より相当の期間前に当該事

項を株式会社に対して通知し場合や、（ロ）当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易で

ある場合以外の場合（71 条 1 号括弧書）、②株主が説明を求めた事項について説明をすることにより株式

会社その他の者（当該株主を除く）の権利を侵害することとなる場合（71 条２号）、③株主が当該株主総

会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合（71 条 3 号）、④１号ないし３号に

掲げる場合のほか、株主が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合をい

う。 

 

★重要判例（平成 29年 2月 21日〔平 29重判・商法６事件〕） 

 「取締役会を置くことを当然に義務付けられているものではない非公開会

社が（〔会社〕法 327 条 1 項 1 号参照）が，その判断に基づき取締役会を置

いた場合，株主総会は，法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り決議

をすることができることとなるが（法 295 条２項），法において，この定款

で定める事項の内容を制限する明文の規定はない。そして，法は取締役会を

もって代表取締役の職務執行を監督する機関と位置付けていると解される

が，取締役会設置会社である非公開会社において，取締役会の決議によるほ

か株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができることとして

も，代表取締役の選定及び解職に関する取締役会の権限（法 362 条２項３号）

が否定されるものではなく，取締役会の監督権限の実効性を失わせるとはい

えない。 

以上によれば，取締役会設置会社である非公開会社における，取締役会の

決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができ

る旨の定款の定めは有効であると解するのが相当である。」 

【争点】取締役会設置会社である非公開会社における，取締役会の決議によ

るほか株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができ

る旨の定款の定めの効力。 

【結論】取締役会設置会社である非公開会社における，取締役会の決議によ

るほか株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができ

る旨の定款の定めは有効である。 

 

 

→最判平成 29年２月 21日 

（後出重要判例） 
 また、近時の判例は、取締役会設置会社である非公開会社において取締役会

の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができる

旨の定款の定めは有効であるとした。 
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269 頁 

27 行目の下に以下の文章を挿入する。 

 

270 頁 

16 行目の下、(2)取消事由の前に以下の文章を挿入する。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

467頁 

12行目の末尾に以下の文章を挿入する。 

なお、いずれの立場に立ったとして、重要な一部の譲渡に該当するかは、質的・量的な側面から判断する。 

 

また、近時の判例は、議案を否決する株主総会決議は、それによって新たな法律

が生じることはないし、その決議を取り消すことによって新たな法律関係が生じる

ものでもないから、その決議の取消し請求する訴えは不適法であるとした。 

→最判平成 28年３月４日 

（後出重要判例） 

★重要判例（平成 28年３月４日〔平 28重判・商法５事件〕） 

「会社法は、会社の組織に関する訴えについての諸規定を置き（〔会社〕法

828 条以下）、瑕疵のある株主総会等の決議についても、その決議の日から３箇

月以内に限って訴えをもって取消しを請求できる旨規定して法律関係の早期安

定を図り（同法 831 条）、併せて、当該訴えにおける被告、認容判決の効力が

及ぶ者の範囲、判決の効力等も規定している（同法 834 条から 839 条まで）。

このような規定は、株主総会等の決議によって、新たな法律関係が生ずること

を前提とするものである。 

しかるところ、一般に、ある議案を否決する株主総会等の決議によって新た

な法律関係が生ずることはないし、当該決議を取り消すことによって新たな法

律関係が生ずるものでもないから、ある議案を否決する株主総会等の決議の取

消しを請求する訴えは不適法であると解するのが相当である。このことは、当

該議案が役員を解任する旨のものであった場合でも異なるものではない。 

以上によれば、本件否決決議の取消しを請求する本件訴えは不適法であって、

これを却下した原判決は、正当として是認することができる」。 

【争点】ある議案を否決する株主総会等の決議の取り消しを請求する訴えの適

否。 

【結論】ある議案を否決する株主総会等の決議の取り消しを請求する訴えは不

適法である。 

 


