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ＣＰＡ公認会計士講座 ＜無断転載を禁ず＞ 

平成 28年公認会計士試験 第Ⅰ回短答式試験 企業法【講評】 

 

 短答式試験お疲れ様でした。今回の企業法の出題形式としては，全 20問（各問４肢６択）の組み合

わせ問題，配点は各問５点であり，前回までの出題数（18問）と異なっております。 

 出題内容については，条文の知識を幅広く問う問題が中心であり，最高裁判所の判例については，

２肢出題されました。また，今回の短答式試験から平成 26年会社法改正が試験範囲となっております

が，改正に絡んだ肢は７肢出題されております。 

 

 具体的な出題範囲としては，商法から２問，設立から２問，株式から１問，機関から５問，資金調

達から２問，株式会社の計算等から２問，持分会社から１問，組織再編行為等から３問，金融商品取

引法から２問出題されております。出題数が 20問と増加したにもかかわらず，株式からは１問しか出

題されておりません。また，組織再編行為等の出題が３問と多くなっております。 

 

 問題の難易度については，商法と金融商品取引法からの出題の難易度が高く，点数が伸び悩んだ受

験生も多いかと思います。これに対して，会社法からの出題については非常に簡単な問題も含まれて

おり，全体的に易しめだったのかなと思いますので，会社法から出題されている問題（問題３～問題

18）をいかに取りこぼさなかったかが勝負になるのではないでしょうか。 

今回の企業法の問題の難易度は，必ず正答したい問題であるＡ問題が 14問，正答を得ることが可能

な問題であるＢ問題が６問でした。Ａ問題を 14問中 11問～12問，Ｂ問題を６問中２問～３問正答し

たいため，合格ボーダーは，70 点程度と考えております。 
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平成 28 年第Ⅰ回公認会計士試験  

短答式試験 

企業法・解答解説  

 

正解 ６ （難易度：Ａ） 

ア．× 商法 10 条。商法上登記が義務づけられていない事項（個人商人の商号等）が登記

された場合であっても，当該事項に変更が生じ，またはその事項が消滅したときは，

当事者は，遅滞なく，変更の登記または消滅の登記をしなければならない。 

イ．× 商業登記の効力は登記された事実が有効に存在することを前提とし，登記の基礎

にある事実が存在しなければ登記がなされても何の効果も生じないのが原則である。

しかし，この原則を貫くと登記を信頼したものが不測の損害を受けるおそれがある

ため，不実登記の効力（商法９条２項，会社法 908条２項）が認められている。す

なわち，故意または過失によって不実の事項を登記した者は，その事項が不実であ

ることをもって善意の第三者に対抗することができない。 

ウ．○ 商法 15条。個人商人の商号は，営業とともにする場合または営業を廃止する場合

に限り，譲渡することができる。営業と切り離して商号だけが譲渡されるとすれば，

その商号が表す営業主の同一性について，取引相手や一般公衆に誤解や混乱が生じ

るおそれがあるためである。当該商号の譲渡は，登記をしなければ，第三者に対抗

することができない。 

エ．○ 商法５条。 

 

 

正解 １ （難易度：Ｂ） 

ア．○ 商法 503 条。 

イ．○ 商法 515 条。商行為によって生じた債権を担保するために設定した質権について

は，流質契約を締結することが認められる。流質契約とは，債務不履行の場合に，

質権者が質物の所有権を取得すること，または，質物を任意の方法により売却し優

先弁済にあてることを契約することをいう。 

ウ．× 商法 501 条３号。取引所においてする取引は，絶対的商行為である。したがって，

営業として行わなくても，商行為となる。 

エ．× 商法 521 条。商人間においてその双方のために商行為となる行為によって生じた

債権が弁済期にあるときは，債権者は，当事者の別段の意思表示がある場合を除き，

その債権の弁済を受けるまで，その債務者との間における商行為によって自己の占

有に属した債務者の所有する物または有価証券を留置することができる。商人間の

留置権の目的物を占有する原因行為は，被担保債権が生じた行為である必要はな

い。 

 

問題 2 

問題 1 
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正解 ４ （難易度：Ａ） 

ア．× 37条１項。発起人は，発行可能株式総数を定款で定めていない場合には，株式会

社の成立の時までに，その全員の同意によって，定款を変更して発行可能株式総数

の定めを設けなければならない。 

イ．○ 52条の２第１項１号。当該責任の趣旨は，出資の履行を仮装した者に，本来拠出

すべきであった財産を拠出させ，他の引受人から不当に移転を受けた価値を実質的

に返還させることにある。 

ウ．○ 43条１項。 

エ．× 102 条２項。株式会社は，その本店の所在地において設立の登記をすることによ

って成立する（49 条）。設立時募集株式引受人が，出資の履行をした設立時募集株

式の株主となるのは，株式会社が成立したときである。 

 

 

正解 ２ （難易度：Ｂ） 

ア．○ 97条。 

イ．× 47条１項３項。設立しようとする株式会社が，取締役会設置会社（指名委員会等

設置会社を除く）である場合には，設立時取締役（設立しようとする株式会社が監

査等委員会設置会社である場合は設立時監査等委員である設立時取締役を除く）の

中から設立時代表取締役を選定しなければならない。なお，設立時代表取締役の選

定は，設立時取締役の過半数をもって決定する。 

ウ．○ 102 条６項。多数の利害関係者が存在する会社設立の基礎の安定を図る趣旨であ

る。 

エ．× 52 条１項２項，103条１項。不足額填補責任は，発起人および設立時取締役が負

う。発起設立および募集設立に共通して，現物出資者である発起人，財産引受けに

おける譲渡人である発起人は，設立事務を行う者でありながら，いわば売主の地位

にあり不当な利益を得ているため，どんな場合においても無過失責任である。それ

以外の発起人および設立時取締役は，検査役の調査を経た場合を除き，発起設立に

おいては，立証責任が転換された過失責任，募集設立においては無過失責任とされ

ている。 

 

 

正解 ２ （難易度：Ａ） 

ア．○ 128 条１項ただし書。株券発行会社の株式の譲渡は，当該株式に係る株券を交付

しなければ，その効力を生じない（128条１項本文）。ただし，自己株式の処分によ

る株式の譲渡については，株券の交付がなくても効力は生じる。 

イ．× 186 条１項１号３号。株式無償割当てにおいては，ある種類株主に対して，異な

る種類の株式を割り当てることができる。これに対して，株主割当ての方法による

募集株式の発行等の場合は，種類株主の有する種類の株式と同一のものしか割り当

てることができない（202条１項１号かっこ書）。 

ウ．○ 最判平成９年１月 28日。株主に対する募集事項の公示が要求されている趣旨は，

問題 3 

問題 4 

問題 5 
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募集株式の発行等の差止請求権（210 条）の行使の機会を与えるためである。とす

れば，当該公示を欠く場合は，株主の募集株式の発行等の差止請求権を行使する機

会を奪っているといえるため，既存株主の利益を著しく害していることから，原則

として募集株式の発行の無効原因となる。しかし，公示を欠いたこと以外に瑕疵が

なく，公示がなされたとしても差し止める余地がなかった場合にまで無効とするの

は，公示を絶対視するものであり行きすぎであるとして，その場合は無効原因とは

ならない。 

エ．× 最判昭和 45年７月 15日。会社法上，株主に認められている各種提訴権について

は，株主が当該訴訟を提起し，訴訟係属中に株式が譲渡された場合，譲渡人は原告

としての地位を失うが，譲受人は，その地位を承継するわけではない。なお，相続

等の一般承継によって株式が移転した場合，株式の取得者は，従前の株主の法律上

の地位を包括的に承継するから，訴訟当事者としての地位も承継して訴訟手続を受

け継ぐことになる。 

 

 

正解 ３ （難易度：Ａ） 

ア．○ 245 条１項。募集新株予約権の引受人は，募集事項に定める割当日に新株予約権

者となり，払込み等を要する場合であっても，その払込み等を待たずして新株予約

権者となる。 

イ．× 236条１項 10号，676条６号。株式の場合，株券不発行の原則により，その株式

（種類株式発行会社にあっては，全部の種類の株式）に係る株券を発行する旨を定

款で定めない限り，株券を発行することができない（214条）。これに対して，新株

予約権の場合は，新株予約権証券の発行を定款で定めるのではなく，新株予約権の

内容として個別に定めれば，新株予約権証券を発行することができる。また，社債

券についても同様に，募集事項で定めることにより発行することができる。 

ウ．× 246 条２項。新株予約権者は，株式会社の承諾を得て，募集新株予約権の払込金

額にかかる金銭の払込みに代えて，払込金額に相当する金銭以外の財産を給付する

ことができるし，また，当該会社に対する債権をもって相殺することができる。こ

れらは，事前に定めておく必要もなく，検査役の調査なども必要はない。なぜなら，

募集新株予約権の発行は，募集株式の発行等のような出資行為ではなく，新株予約

権者にとって，募集新株予約権の払込みは会社に対する債務の履行にすぎないため

である。 

エ．○ 238条２項，239条１項，309条２項６号。 

 

 

正解 ５ （難易度：Ａ） 

ア．× 327 条５項。監査等委員会設置会社は，会計監査人を置かなければならない。監

査等委員会は，内部統制システムを利用して会社の業務執行に対する監督等を行う

ものであるところ，会計監査人が置かれないと，企業の財務報告の信頼性を確保す

る仕組みの構築が難しく，監督等を十分に行うことができないと考えられるからで

問題 7 

問題 6 
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ある。なお，指名委員会等設置会社も同様である。 

イ．○ 327 条４項。監査等委員会設置会社は監査等委員会に取締役等の職務執行の監査

権限を付与しており（399条の２第３項１号），監査役が存在すると監査権限が重複

してしまうからである。なお，指名委員会等設置会社も同様である。 

ウ．× 335 条３項。監査役会設置会社においては，監査役は，３人以上で，そのうち半

数以上は，社外監査役でなければならない。 

エ．○ 389 条１項。非公開会社（監査役会設置会社および会計監査人設置会社を除く）

は，その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めること

ができる。非公開会社に限定している理由は，公開会社の株主は頻繁に変動するこ

とが想定されるため，株主による監督を期待することができないからである。 

 

 

正解 ３ （難易度：Ｂ） 

ア．○ 314 条本文。取締役，会計参与，監査役および執行役は，株主総会において，株

主から特定の事項について説明を求められた場合には，当該事項について必要な説

明をしなければならない。当該説明義務は，株主総会において株主から特定の事項

について説明を求められた場合に初めて生じるものである。 

イ．× 306 条１項。株主総会の手続が適法になされたという証拠を保全することで，事

後的な紛争に備えることができるようにするという観点から，総会検査役の選任申

立権は，株式会社にも認められている。 

ウ．× 309 条２項柱書。株主総会の特別決議は，当該株主総会において議決権を行使す

ることができる株主の議決権の過半数（３分の１以上の割合を定款で定めた場合は

その割合以上）を有する株主が出席し，出席した当該株主の議決権の３分の２（定

款で加重可）以上に当たる多数をもって行わなければならない。 

エ．○ 830 条１項。株主総会の決議の事実自体が存在しない場合，または決議らしき事

実はあるが法的に決議として評価することができない場合は，決議不存在となる。

決議不存在は，瑕疵が重大であるため，民法の一般原則により，いつでも，だれで

も，どのような方法でも，主張することができるが，判決によって画一的に決議が

不存在であることを確認する必要があれば，決議不存在確認の訴えを提起すること

ができる。 

 

 

正解 ６ （難易度：Ａ） 

ア．× 399 条の 13 第５項５号。監査等委員会設置会社において，① 取締役の過半数が

社外取締役である場合，または，② 定款の定めがある場合は，取締役会の決議によ

って，重要な業務執行の決定を取締役に委任することができる（399条の 13第５項

柱書本文，６項）。しかし，株主総会に提出する議案の内容の決定は，取締役への委

任が認められていない。 

イ．× 362条４項４号。監査役設置会社である取締役会設置会社において，取締役会は，

支店その他の重要な組織の設置の決定を取締役に委任することができない。 

問題 8 

問題 9 
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ウ．○ 369 条２項。株主の議決権が，実質的所有者たる株主の個人的利益のために与え

られているのと異なり，株式会社と委任関係にある取締役の取締役会における議決

権は，もっぱら株式会社の利益を図るためにのみ議決権を行使しなければならない

（355条）。そこで，忠実義務違反を予防し，決議の公正を図るため，特別利害関係

取締役は取締役会の議決に加わることができないとされている。 

エ．○ 取締役会の招集通知の方法に制限はない。 

 

 

正解 ２ （難易度：Ａ） 

ア．○ 335条２項。監査役の独立性を確保するためである。 

イ．× 335 条２項参照。株式会社の監査役は，当該株式会社の親会社の取締役を兼ねる

ことができる。 

ウ．○ ２条 16号ホ。株式会社の取締役もしくは支配人その他の重要な使用人または親会

社等（自然人であるものに限る）の配偶者または二親等内の親族であるものは，当

該株式会社の社外監査役となることができない。 

エ．× ２条 16 号ハ。株式会社の親会社等（自然人であるものに限る）または親会社等の

取締役，監査役もしくは執行役もしくは支配人その他の使用人であるものは，当該

株式会社の社外監査役となることができない。 

 

 

正解 ３ （難易度：Ａ） 

ア．○ 390条３項。監査役会は，常勤監査役の選定および解職を行う（390条２項２号）。

監査役会は，監査役の中から常勤監査役を選定しなければならない。監査役会の設

置が義務づけられている公開大会社の監査役の仕事量を勘案すると，常勤して監査

役の職務を行う者が必要だからである。これに対して，指名委員会等設置会社にお

ける監査委員会の監査の方法は，監査役の監査の方法と異なる。監査役の場合，自

らが業務および財産の調査等を行うのが通常であるのに対し，監査委員は，取締役

会が設ける内部統制部門を通じて監査を行う。すなわち，監査委員会の職務は，内

部統制システムが適切に整備および運用されているかを監視し，必要に応じて内部

統制部門に対し具体的指示をすることである。こうした監査方法の違いを反映して，

監査委員の中に監査役会設置会社における常勤監査役に相当する者を定めることは

義務づけられていない。 

イ．× 会社法施行規則 130条２項後段，会社計算規則 128条２項後段，会社法施行規則

131 条１項後段，会社計算規則 129 条１項後段。監査役会は，監査報告の作成を行

う（390条２項１号）。具体的には，各監査役が作成した監査報告に基づき，監査役

会の決議によって，監査役会としての監査報告（監査役会監査報告）を作成しなけ

ればならないとされている。ここで，監査役は，監査役会監査報告の内容と，当該

事項に係る当該監査役の監査報告の内容が異なる場合には，当該事項に係る当該監

査役の監査報告の内容を，監査役会監査報告に付記することができる。監査役会の

決議によって監査役会監査報告は作成されるが，その監査報告に各監査役の監査報

問題10 

問題11 
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告の内容を付記することができないのでは，少数派の反対意見が無視される形とな

り，監査役を独任制の監査機関とした意味がなくなってしまうためである。 

監査委員会は，監査報告の作成を行う（404条２項１号）。監査委員会の監査の結

果は「監査委員会監査報告」により表明される。この監査委員会監査報告の内容は

監査委員会の決議により決定される。ここで，監査委員は，監査委員会監査報告の

内容が，当該監査委員の意見と異なる場合には，その意見を監査委員会監査報告に

付記することができる。これは，監査役設置会社における監査役の独任制の長所と

される部分について，例外的に独任制の機関ではない監査委員に対しても認めたも

のである。 

ウ．× 344条１項３項，404条２項２号。監査役設置会社においては，株主総会に提出す

る会計監査人の選任および解任ならびに会計監査人を再任しないことに関する議案

の内容は，監査役（監査役が２人以上ある場合はその過半数をもって，監査役会設

置会社では監査役会）が決定する（344条）。また，監査等委員会設置会社では監査

等委員会，指名委員会等設置会社では監査委員会が決定する（399 条の２第３項２

号，404条２項２号）。 

エ．○ 390条２項柱書ただし書，405条４項。監査役会は，監査の方針等を決定するが（390

条２項３号），その決定は，監査役の権限の行使を妨げることができない。すなわち，

監査役会において役割分担等を決定したとしても，各監査役の監査権限を制限する

ことはできないのである。このように，監査役会を設置した場合であっても，各監

査役は独任制の機関である。 

これに対して，指名委員会等設置会社における監査委員は，監査役と異なり独任

制の機関ではないため，事業報告要求権，業務財産調査権または子会社調査権（405

条１項２項）について，監査委員会の決議があるときは，監査委員会が選定する監

査委員は，これに従わなければならない。このように監査委員会が選定する監査委

員は，監査委員会としての意思決定に従い，統一のとれた調査活動を行うことが求

められている。 

 

 

正解 １ （難易度：Ａ） 

ア．○ 449条４項。 

イ．○ 447条３項。この場合は，資本金の額が結果的に減少しないためである。 

ウ．× 会社法において，準備金の額の減少無効の訴えの制度は設けられていない。 

エ．× 会社計算規則 15条１項２号。取得条項付株式を取得する場合に，資本金の額は増

加しない。 

 

 

正解 ４ （難易度：Ａ） 

ア．× 440 条１項。株式会社は，法務省令で定めるところにより，定時株主総会の終結

後遅滞なく，貸借対照表（大会社では，貸借対照表および損益計算書）を公告しな

ければならない。株主資本等変動計算書，個別注記表，事業報告は公告の対象とは

問題12 

問題13 
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されていない。 

イ．○ 436条３項，438条３項。 

ウ．○ 437条。 

エ．× 436 条２項２号。事業報告およびその附属明細書は，会計監査人の監査対象外で

ある。 

 

 

正解 ５ （難易度：Ｂ） 

ア．× 703 条２号。信託会社は，社債管理者となる資格を有する。社債管理者は，銀行，

信託会社，その他これらに準ずるものとして法務省令で定める者でなければなら

ない（703 条）。なお，証券会社などの金融商品取引業者は，社債管理者になるこ

とができない（金商法 36 条の４）。これは，社債発行会社のために社債の売出し

を行うような証券会社に，社債管理者の資格を与えるのは妥当ではないからであ

る。 

イ．○ 705条４項，706条４項。 

ウ．× 706 条１項１号。社債管理者は，社債権者集会の特別決議によらなければ，社債

の全部についてするその支払の猶予，その債務の不履行によって生じた責任の免除

または和解をすることができない。 

エ．○ 713条。 

 

 

正解 ３ （難易度：Ａ） 

ア．○ 759条１項 10項，761条１項 10項。吸収型再編の効力発生時期は，あらかじめ契

約で定めた効力発生日である。 

イ．× 789 条１項２号。吸収分割株式会社の債権者で異議を述べることができるのは，

吸収分割後に吸収分割株式会社に対して債務の履行（当該債務の保証人として吸収

分割承継会社と連帯して負担する保証債務の履行を含む）を請求することができな

い債権者である。当該債権者にとっては，債務者が分割会社から承継会社に交代す

ることとなるためである。これに対して，吸収分割後も吸収分割株式会社に対して

債務の履行を請求することができる吸収分割株式会社の債権者については，異議を

述べることができない。なぜなら，分割会社は，承継会社から吸収分割による対価

の交付を受けているため，分割の前後では，分割会社の資産状態には実質的な変動

がなく，当該債権者が不利益を受けるおそれがないといえるからである。ただし，

吸収分割後も吸収分割株式会社に対して債務の履行を請求することができる吸収分

割株式会社の債権者であっても，吸収分割株式会社が人的分割類似行為（758 条８

号）をする場合については，当該債権者は吸収分割株式会社に対して異議を述べる

ことができる（789条１項２号かっこ書）。すなわち，分割会社が人的分割類似行為

をする場合は，分割会社のすべての債権者が異議を述べることができるのである。

この理由としては，人的分割類似行為をする場合，分割会社の財産が減少すること

となるので，吸収分割後も分割会社に対して債務の履行を請求することができる分

問題14 

問題 14 

問題15 
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割会社の債権者であっても不利益を受けることとなるためである。 

ウ．× 782 条１項。事前開示における吸収分割契約の備置期間は，備置開始日から効力

発生日後６か月を経過する日までの間である。 

エ．○ 799 条１項２号。承継会社の債権者については，会社分割により，分割会社の事業に関

して有する権利義務の全部または一部を包括的に承継することになるため，承継会社の債務

が増加することとなるし，承継する事業が不採算事業である場合は，分割後に承継会社の財

政状態が悪化することも考えられるため，債権の回収が困難となる可能性があるからである。 

 

 

正解 ４ （難易度：Ａ） 

ア．× 762条１項前段，２条 30号。新設分割会社となることができるのは，株式会社ま

たは合同会社のみである。合名会社または合資会社を分割会社とすることが認めら

れない理由は，合名会社または合資会社には無限責任社員が存在し，当該無限責任

社員が会社債務につき責任を負うことから，新設分割によって会社債務を新設会社

に承継させることを認めると，会社債権者が大きな不利益を受ける可能性があるた

めである。 

イ．○ 805 条。簡易新設分割に該当する場合には，新設分割株式会社において，株主総

会決議は不要である。簡易新設分割は，株主に与える影響が小さいと予想され，株

主総会による承認を要求しなくとも株主保護に欠けることはないと考えられるため

であり，その場合には，株主総会招集の費用と時間を節約するため，その省略を認

めることが合理的だからである。 

ウ．○ 805 条の２。新設分割が法令または定款に違反する場合において，新設分割会社

の株主が不利益を受けるおそれがあるときは，新設分割会社の株主は，新設分割会

社に対し，当該新設分割をやめることを請求することができる。ただし，当該新設

分割が簡易新設分割に該当する場合は，当該請求をすることができない。新設分割

の無効を争う手段としては，新設分割の無効の訴えがあるが，事後的に取得の効力

が否定されると法律関係を不安定にするおそれがある。そうであれば，株主が，新

設分割の効力発生前にその差止めを請求することができることとするのが相当であ

る。そこで，会社法は，株主に新設分割の差止請求を認めたのである。 

エ．× 764条１項，766条１項。新設型再編の効力発生時期は，設立会社の成立の日（設

立の登記をした日）である。 

 

 

正解 ３ （難易度：Ａ） 

ア．○ 509条１項３号。 

イ．× 785 条２項１号ロ，797 条２項１号ロ。株式交換をするために株主総会の決議を

要する場合において，当該株主総会において議決権を行使することができない株主

は，反対株主として，株式買取請求をすることができる。  

ウ．× 772条１項前段，２条 32号。株式移転において，完全親会社となることができる

のは，株式会社のみである。合同会社を完全親会社とすることが認められないのは，

問題16 

問題17 
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それを認めたとしても，総株主が持株を現物出資して合同会社を設立するのと実質

的には同一であるし，現物出資による合同会社の設立には検査役の調査を要しない

ことから，あえて制度を設ける意義が乏しいからである。 

エ．○ 828条１項 12号。株式移転に瑕疵がある場合，民法の一般原則によれば，その株

式移転は無効となるはずである。しかし，瑕疵があるとはいえ，株式移転がなされ

たという外観が形成された場合，それが有効であるという前提で多数の法律関係が

構築されるため，その瑕疵に関する処理を民法の一般原則に委ねるのは，利害関係

者の利益が害されてしまうので妥当ではない。そこで，会社法は，法的安定性の確

保と法律関係の画一的確定の要請に応えるために，株式移転無効の訴えの制度を設

けている。 

 

 

正解 ５ （難易度：Ａ） 

ア．× 590 条１項。持分会社の社員は，定款に別段の定めがある場合を除き，当該持分

会社の業務を執行する。したがって，原則は各社員に業務執行権があるため，本肢

は誤りである。 

イ．○ 595条１項１号。競業の制限の承認要件は，当該社員以外の社員の全員の承認（594

条１項柱書本文）とされているのに対し，利益相反取引の制限の承認要件は，当該

社員以外の社員の過半数の承認（595 条１項柱書本文）とされている。両者の承認

要件が相違する理由は，利益相反取引の場合は，必ずしも会社の不利益になるとは

限らず，利益となる場合も考えられるためである（例えば，業務執行社員が会社に

財産を安く売却する場合）。 

ウ．× 583 条１項。有限責任社員が無限責任社員となった場合には，当該無限責任社員

となった者は，その者が無限責任社員となる前に生じた持分会社の債務についても，

無限責任社員としてこれを弁済する責任を負う。これは，有限責任社員が無限責任

社員になることを，実質的には無限責任社員の入社（605 条）と同様であると捉え

ているのである。 

エ．○ 586 条１項。持分会社は，社員の人的信用を基礎としているため，持分の全部を

譲渡した社員が持分会社の社員であることを信頼して取引を行った会社債権者を保

護する趣旨である。 

 

 

正解 ６ （難易度：Ｂ） 

ア．× 金商法 18 条１項本文。有価証券届出書のうちに，重要な事項について虚偽の記

載があり，または記載すべき重要な事項もしくは誤解を生じさせないために必要な

重要な事実の記載が欠けているときは，当該有価証券届出書の届出者（発行会社）

は，当該有価証券を募集または売出しに応じて取得した者に対して，損害賠償責任

を負う（18 条１項本文）。当該責任は無過失責任である。ただし，当該有価証券を

取得した者が取得の申込みの際，有価証券届出書の記載が虚偽であり，または欠け

ていることを知っていた場合は，届出者の責任は免責される（18条１項ただし書）。

問題18 

問題19 
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ここで，届出者は，その発行する有価証券について主たる開示義務を負うため，無

過失責任という厳格な責任が課せられている。しかし，有価証券の取得者が悪意で

ある場合には，有価証券届出書の虚偽記載等と取得者の損害との間に因果関係が存

在しなくなるため，届出者が取得者の悪意を立証した場合には責任を免れる。 

イ．× 金商法 18 条１項本文。届出者が金商法 18条に基づいて負う損害賠償責任を追及

することができる者は，有価証券を当該募集または売出しに応じて取得した者に限

られる。 

ウ．○ 金商法 19 条。届出者が有価証券の取得者に賠償すべき額は，有価証券を取得す

るために支払った額から，① 損害賠償請求時の市場価額（市場価額がない場合は，

その時の処分推定額），② 損害賠償請求時においてすでに当該有価証券を処分して

いるときは，その処分価額のいずれかを控除した額とされる。このように，損害賠

償額を法定化することで，損害を被った投資者の立証負担を軽減し，損害賠償請求

権の実効性を確保しているのである。しかし，虚偽記載等と無関係の損害について

は，損害賠償責任から免れることを認めるべきである。したがって，届出者は，法

定された損害額の全部または一部が，有価証券届出書のうちに重要な事項について

虚偽の記載があり，または記載すべき重要な事項もしくは誤解を生じさせないため

に必要な重要な事実の記載が欠けていたことによって生ずべき当該有価証券の値下

り以外の事情（虚偽記載等と因果関係が存在しないもの）により生じたことを証明

した場合においては，法定された損害額の全部または一部について免責される。 

エ．○ 金商法 20条前段。 

 

 

正解 ３ （難易度：Ｂ） 

ア．○ 金商法 24条６項，企業内容等の開示に関する内閣府令 17条１項１号イ。 

イ．× 金商法 24 条６項，企業内容等の開示に関する内閣府令 17条１項１号参照。 

ウ．× 金商法 24 条６項，企業内容等の開示に関する内閣府令 17条１項１号参照。 

エ．○ 金商法 24条６項，企業内容等の開示に関する内閣府令 17条１項１号ロ。 

 

 

 

問題20 


