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かつて「六法全書」という言葉があった。法令もパソコンで簡単に検索で

きる時代となり、この言葉は死語となってしまった。

六法とは、星の数ほどもある法令の中から、�つの基本法を中心にして、

その関連法規を網羅しているという意味に用いられていたように思う。

その基本法とは、憲法・刑法・民法・商法（会社法）・刑事訴訟法・民事

訴訟法のことを指す。

これら基本六法のうち、改正の質と量が突出して多いのが会社法である。

そもそも、会社法は、かつて株式会社法として商法典の一部でしかなかっ

たが、平成17年に「会社法」として商法典から分離独立して新規に成立した

ものである。しかも、会社法はその後もたびたび小規模の改正を重ねてきた。

これらの会社法改正の中でも、とりわけ注目しなければならないのは、直

近の平成26年�月改正である。この改正のポイントは次の点にある。

・親子会社間の役員兼務についてガバナンス強化

・支配株主とその親族の社外取締役選任の禁止

・監査等委員会設置会社の新設

・社外取締役選任の促進

これらの改正点が、同時期に制定されたスチュワードシップ・コードとコ

ーポレートガバナンス・コードと相互に深く関連していることは明らかであ

る。つまり、上記の会社法の改正点は、明らかにガバナンス強化のための改

正であった。

ガバナンスという用語は、わが国では、バブル経済崩壊後に用いられるよ

うになったようだ。しかしその趣旨は、時として抽象的な理念や経営者の心

がまえを意味したり、あるいは経営者による部下の監視、はたまたコンプラ

イアンスと同義に用いられてきたこともあった。

今回のコーポレートガバナンス・コード等の制定は、明らかに、株主によ

る経営陣の監視を基礎として、社長以下の人事と報酬を統治することを通し
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て、会社の中長期的な価値の向上と持続的な発展を図る意図を有している。

上場会社の多くが当該コードを受け入れたので、今後はガバナンスという用

語はこの意味で特定されるようになるだろう。

したがって、これからの時代の会社法実務は、単に会社法の法文解釈や運

用の適法性のみに注意を払うことだけでは足りなくなったのである。

コーポレートガバナンス・コードでは、上場会社は、株主はじめ多くのス

テークホルダーに関連する社会的な公器の一つであると明確に位置づけられ、

上場会社である株式会社は社会・環境・ガバナンスを通して永続的に発展し

なければならない存在であるとされたのである。

これによって、企業法務のあり方や会社役員の責務も、従前のように、必

要最小限の合法性を探ることに終始したり、法規の抜け穴を利用しようとし

たり、はたまた法規の存在について知らない振りをしたり、弁解の口実に終

始すればよいという姑息なことは許されなくなったのである。

確実に時代が変ったのだ。会社法実務も変わらなければならない。

会社の環境が変ったのだから、企業法務も新しい時代に合わせて会社法の

解釈・運用にも意を払うように心がけることは不可避になったのである。

日々の変化は微細でしかなくとも、それが積み重なっていくうちに次第に

大きな魂となり、やがては社会を大きく変えていくことは歴史上の真理であ

る。現代は社会や国家がグローバルに変動する渦中にあるから、われわれは

過去の経験を未来への希望へと結びつける努力を不断に行うべき義務を負っ

ているのである。

本書は、かかる視点から従前に出版または発表した論文などを全面的に見

直す総点検を行ったうえで、新規に会社法実務大系として刊行し直すもので

ある。日常的にリスクを伴う業務に精励している会社役員の皆さんに本書が

役立つことを祈念して「はしがき」とさせていただく。

成和明哲法律事務所

弁護士 渡 邊 顯

はしがき
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第1章 株式会社の設立

Ⅰ 発起設立と募集設立

株式会社の社団の実体を形成するには、発起設立と募集設立の手続がある。

� 発起設立

発起設立とは、会社が設立に際して発行する株式の総数の全部を発起人が

引き受けて会社を設立する場合（26条以下）をいう。

実務的には、発起人だけで設立時の出資をまかなうことが困難な大規模な

会社を設立するには次に述べる募集設立が適しているが、設立時に発起人以

外から出資を募る例は少ないため、募集設立よりも発起設立が利用される場

Ⅰ 発起設立と募集設立
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〔図表 1-1〕 発起設立の手続概略図

定款の作成・認証

発起人の株式引受け・払込み

設立時取締役・監査役の選任

設立時代表取締役の選任

登記申請

登記完了（会社設立）



合が多い。

� 募集設立

募集設立とは、発起人がその一部のみを引き受け、残余については他から

引受人を募集する場合（57条以下）をいう。

Ⅱ 設立手続の概略

� 定款の作成（26条）

まず、いずれの場合も、発起人が定款を作成し、株式発行のための必要な

第 1章 株式会社の設立
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〔図表 1-2〕 募集設立の手続概略図

定款の作成・認証

発起人の株式引受け・払込み

株主募集・申込み・割当て

株式払込み

創立総会（設立時取締役・監査役の選任等）

設立時代表取締役の選任

登記申請

登記完了（会社設立）



事項を決定する。

� 引受けと募集（25条）

⑴ 発起設立の場合

発起設立では、設立に際して発行する株式総数を発起人が引き受ける（25

条�項�号）。

発行価額全額の払込みおよび現物出資全部の履行がなされ、かつ、設立時

取締役・設立時監査役等の設立時役員を選出すると、実体が完成する。

⑵ 募集設立の場合（25条、57条）

募集設立では、設立に際し発行する株式総数の一部を発起人が引き受け、

残りの株式につき株主を募集し、申込みに対し割当てをする（25条�項�号）。

発行価額全額の払込みおよび現物出資全部の履行がなされた後、創立総会

を招集し、設立手続を調査するとともに設立時取締役・設立時監査役等を選

任すると、実体が完成する。

� 取締役会設置会社の場合──設立時代表取締役の選定

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）の場合は、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、設立時監査等委員である設立時取締役以外の設立時取締役）の

中から設立時代表取締役を選定する（47条�項）。

� 指名委員会等設置会社の場合──設立時委員および設立時

代表執行役の選定

設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社の場合、設立時取締役

は、設立時取締役の中から、指名委員会・監査委員会・報酬委員会の各設立

時委員を選定し、設立時代表執行役を選定する（48条�項�号）。

Ⅱ 設立手続の概略
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� 法人格の付与

設立時代表取締役（または、設立時代表執行役）が、設立登記を申請し設立

登記がなされると、法人格が付与されることになる（準則主義）。

Ⅲ 定款の作成

� 発起人による定款の作成

⑴ 発起人とその権限

発起人とは、会社の設立の企画者として定款に署名または記名押印（電子

署名を含む）した者をいう（26条�項・2項）。

発起人の資格に制限はなく、行為能力のない者でも法人でもよい。

One point advice 発起人の権限の範囲は？

発起人は設立中の会社の執行機関である。

そして、設立中の会社とは、自らが会社として成立することを目的とす

る権利能力なき社団（権利能力なき社団とは、多数の構成員からなり、整

備された組織をもつなど、社団としての実体を有しながら、法人格を有し

ないものをいう）であり、かかる設立中の会社が成長し、権利能力を付与

されて会社になると考えることにより（同一性説）、定款の作成、設立時

取締役、設立時監査役の選任等の法律関係が成立後の会社に帰属すると説

明される（通説）。

よって、発起人の権限の範囲は、会社の成立それ自体を目的とする行為

に限られず、会社の設立のために法律上経済上必要な行為を行う権限を有

すると解されている。そして、発起人がその権限の範囲内でなした行為は、

成立後の会社に帰属する。

では、発起人が定款に記載のない取引をした場合はどうなるのか。

確かに、発起人が開業準備行為（成立後の事業活動に必要または有益な

人的準備をするなどの取引行為）を行った場合、定款に記載のない取引行

第 1章 株式会社の設立
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為の効果は成立後の会社に及ばないが、取引の相手方を保護する必要があ

る。

そこで、発起人は、取引行為の時に会社が存在しないという意味で本来

の無権代理人にはあたらないが、民法117条を類推して善意無過失の相手

方は、発起人に無権代理人としての責任を追及することができる（最判昭

和33・10・24民集12巻14号3228頁）。

発起人の権限を整理すると〔図表 1-3〕のようになる。

⑵ 定款の作成方式

定款は、公証人の認証を受けなければ効力を有しない（30条�項）。その

内容を明確にし、後日の紛争および不正を防止するためである。

One point advice 電磁的定款の認証

発起人が、指定公証人の面前で当該電磁的定款に電子署名したことを自

認すれば、指定公証人は認証文に相当する情報を電磁的方式により交付す

る。

会社法でいう「電磁的記録」（施規224条）とは、①磁気テープ、フロッ

ピーディスク等の電磁的方法によるもの、② IC カード、IC メモリー等の

電子的方法によるもの、③CD-ROM等の光学的方法によるものを含むと

解されるが、定款は設立登記の申請書に添付が必要であり（商登47条�項

�号）、登記申請書に添付できる電磁的記録は、「日本工業規格 X6223 に

適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ」または、

Ⅲ 定款の作成
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〔図表 1-3〕 発起人の権限

会社の設立のために法律

上、経済上必要な行為

会社の成立それ自体を目

的とする行為

・設立事務所の賃借

・株主募集のための株式

申込証用紙の作成等

・定款の作成

・社員の確定

・機関の具備

発起人の権限



「日本工業規格 X0606 に適合する120ミリメートル光ディスク」を用いる

ことになる（商登19条の�、商登規36条�項）。

⑶ 定款の内容

定款の記載事項は、①絶対的記載事項、②相対的記載事項および③任意的

記載事項に分けられる。

� 絶対的記載事項

絶対的記載事項とは、定款に必ず記載されなければならない事項をいう。

したがって、その記載を欠くときは定款自体が無効となる。具体的には、

以下の記載を要する。

① 会社存立上不可欠な事項として、「目的」（27条�号）、「商号」（同条�

号）、「本店の所在地」（同条�号）

② 株式等に関する事項として、「設立に際して出資される財産の価額ま

たはその最低額」（27条�号）、および「発行可能株式総数」（37条）

③ 「発起人の氏名または名称及び住所」（27条�号）、

このうち、「発行可能株式総数」は定款認証時には記載がなくてもよいが

会社設立時までに発起人全員の同意で定める（変更する）ことが必要である

（37条�項・2項）。

また、公開会社の場合、設立時発行株式総数は発行可能株式総数の�分の

�以上でなければならない（37条�項）。

One point advice 商号に使用できる文字

商号を登記するには、ローマ字その他の符号で法務大臣の指定するもの

を用いることができる（商登規50条）。具体的には、ローマ字、アラビア

数字、コンマ、ハイフォンを用いることができる。

いずれにしても、株式会社の場合、「株式会社」を記載しなければなら

ない。

第 1章 株式会社の設立
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� 相対的記載事項

 相対的記載事項とは

相対的記載事項とは、定款に記載しなくても定款自体の効力は否定されな

いが、定款に記載しないとその事項の効力が認められないものをいう。

これには、会社法上規定されている（28条：変態設立事項、299条�項：総

会の招集期間、939条�項：公告の方法など）もののほか、解釈によって導かれ

るもの、たとえば、剰余金配当請求権の除斥期間の定めや、総会の議決権行

使の代理人資格を株主に限る定め、等である。

� 変態設立事項とは

相対的記載事項の中で特に問題とされるのは変態設立事項である。

変態設立事項は、発起人または第三者の利益を図って会社の財産的基礎を

危うくする可能性のある設立費用・現物出資・財産引受けなどの事項であり、

そのため、①設立時定款に記載・記録しなければ効力を認められず（28条柱

書・1号）、②原則として裁判所が選任する検査役の調査を要し（33条�項）、

③その内容が不当なときは裁判所が定款変更をし（同条�項）、または創立

総会で定款変更をすることができる（募集設立の場合；96条）。

さらに、募集設立の場合には、応募する株主を保護するため株式申込証用

紙の記載事項とされている（59条�項�号）。

以下、変態設立事項（28条）の中で、特に問題とされている設立費用（同

条�号）、現物出資（同条�号）、財産引受け（同条�号）を取り上げ具体的に

説明する。

� 設立費用

� 設立費用とは

会社設立事務の執行のために必要な費用であり、設立事務所の賃料、株式

申込証の印刷費等である。株式の募集広告費もこれにあたる（大判昭和 2・

7・4民集�巻428頁）。

� 設立費用は変態設立事項

発起人が設立費用を支出した場合、発起人は本来、会社が設立したときに

Ⅲ 定款の作成
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は、当然に会社に対し求償できるはずである。

しかし、無制限な支出を許すと会社の財産的基礎が害されるので、変態設

立事項とされている。

したがって、発起人は、定款に記載された金額の限度内で（28条�号）、

かつ、検査役の調査で認められた金額のみ（33条）、会社に求償できる。

それでは、発起人が会社成立後においても設立費用に関する債務を履行し

ていない場合、その債務の帰属関係はどうなるのか。

この点判例は、設立費用債務は、定款に記載され、かつ創立総会で承認さ

れた金額の限度で、会社の債務となり、発起人は免責されるとする（前掲大

判昭和 2・7・4。旧法下のもの）。

しかし、かかる判例の立場によると、設立費用の債権総額が上記の限度を

超えた場合に、会社に請求できる額を債権額による按分比例で決めるのか、

時間的先後により決めるのか等、困難な問題が生じることから、現在この判

例を支持する見解はない。

現在の学説では、全額会社に帰属するとする見解、全額発起人に帰属する

とする見解が対立する。

発起人の権限の範囲を、会社の成立それ自体を目的とする行為に限定され

るとすれば、会社の設立事務の執行は発起人の権限外の行為と解されるから、

設立費用債務は全額を発起人に帰属させることになる。

しかし、前述のように、発起人の権限には会社の設立のために法律上、経

済上必要な行為も含まれるから、会社の設立事務の執行は発起人の権限内の

行為であると解するべきであり、設立費用債務は、全額会社に帰属すると解

される。

� 現物出資

現物出資とは、金銭以外の財産をもってする出資であり、目的となる財産

は、動産・不動産・有価証券・営業の全部または一部等である。

現物出資の目的物は、貸借対照表に資産として計上できるものであること

を要すると解されている。したがって、労務出資（民667条�項）は現物出資

第 1章 株式会社の設立
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の目的物とはならない。

株式会社では金銭出資を本則とするが、会社が特定の財産を必要とする場

合もあるので現物出資も認められる。

ただ、目的物を過大に評価し会社の財産的基礎を害する危険性があること

から、会社法は現物出資を変態設立事項とした（28条�号）。

さらに、現物出資は引受人間の不平等を生じるおそれがあるため、不足額

てん補責任（52条）を負う発起人のみが現物出資をできることとされている。

なお、現物出資と財産引受けについて、①対象となる財産の価格が少額

（500万円を超えない）の場合、②対象となる財産が市場価格のある有価証券

である場合（たとえば、上場株式において定款記載の価額が、定款の認証の日に

おける当該有価証券を取引する市場における最終の価格を超えない場合）、③現物

出資財産等について定款に記載され、または記録された価額が相当であるこ

とについて、弁護士・公認会計士・税理士等の証明を受けた場合（たとえば

不動産鑑定士の評価を相当とする証明）には、裁判所が選任する検査役の調査

を要しない（33条10項）。

検査役の調査を要しない場合であっても、設立時取締役等は、①、②の場

合には定款記載の価額が相当であるかどうか調査し、③の場合は証明が相当

かどうかなどを調査する義務を負う（46条�項�号・2号、93条�項�号・2号、

94条）。

� 財産引受け

� 財産引受けとは

発起人が会社の成立を条件として、成立後の会社のために特定の財産を譲

り受けることを約する契約をいう。

� 財産引受けは変態設立事項

財産引受けは取引法上の行為であって、社員関係の問題である現物出資と

は異なる。

しかし、目的物を過大に評価し会社の財産的基礎を害する危険性があるこ

とは現物出資と同様であって、現物出資の潜脱手段として用いられるおそれ

Ⅲ 定款の作成
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がある。

そこで、会社法はこれを変態設立事項としている（28条�号）。

� 定款に記載のない財産引受け

定款に記載のない財産引受けについて、判例は、会社が成立後にこれを追

認できると財産引受けにつき厳重な条件を定めた法の趣旨が没却されるので、

追認を認めるべきではない、と解している（最判昭和28・12・3民集�巻12号

1299頁、最判昭和61・9・11判時1215号125頁等）。

このように追認を否定すると、財産引受契約の相手方は会社に対し、契約

に基づく履行を請求できないことになりそうである。

しかし、財産引受けを原始定款に記載しなかったことによる無効を会社に

主張することができない特段の事情がある場合、会社が契約に基づく履行の

請求を拒むことは信義則（民�条�項）に反し、許されないといえる。

判例も、営業譲渡契約が譲受会社にとって財産引受けにあたるのに、これ

を譲受会社の原始定款に記載しなかったことにより無効である場合であって

も、「譲渡人が営業譲渡契約に基づく債務をすべて履行済みであり、譲受会

社も営業譲渡契約が有効であることを前提に譲渡人に対し自己の債務を承認

して譲受代金の一部を履行し、譲り受けた製品、原材料等を販売又は消費し、

しかも、譲受会社は契約後約	年を経て初めて右の無効の主張をするに至っ

たもので、その間、譲受会社の株主や債権者等が営業譲渡契約の効力の有無

を問題にしたことがなかったなどの事情があるときは、譲受会社が営業譲渡

契約の無効を主張することは、信義則に反し、許されない」としている（前

掲最判昭和61・9・11）。

One point advice 事後設立

事後設立とは、会社の成立前から存在する財産で事業のために継続して

使用する財産を会社がその成立後�年内に純資産の20％超にあたる対価で

取得することをいう。

検査役調査は不要だが、現物出資に関する規制の趣旨を潜脱するおそれ

第 1章 株式会社の設立
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●執筆者略歴●

渡 邊 顯（わたなべ あきら）

（略 歴）

早稲田大学法学部卒業、昭和48年�月弁護士登録（第一東京弁護士会）、第一東京

弁護士会・商法部会部会長、法務省・法制審議会幹事、東京共同銀行検査役、わか

しお銀行検査役、日弁連倒産法改正問題対策委員会副委員長、山一證券法的責任判

定委員会委員長、オリンパス株式会社監査役等責任調査委員会委員長、大同コンク

リート工業株式会社更生管財人、目黒雅叙園更生管財人、浅草花やしき更生管財人、

目黒区包括外部監査人

（主な著書）：共著を含む

『会社役員これだけは知っておきたい新会社法』（商事法務研究会）

『敵対的買収──新会社法とM&A』（角川書店）

『コーポレートガバナンス・コード対応 ベストプラクティス株主総会』（商事法務）

など

土 岐 敦 司（とき あつし）

（略 歴）

早稲田大学法学部卒業、昭和58年�月弁護士登録（第一東京弁護士会）、法務省・

法制審議会商法部会（現会社法部会）幹事、新司法試験考査委員（商法・会社法担

当）、第一東京弁護士会総合法律研究所元委員長・会社法研究部会元部会長・倒産

法部会元部会長、日弁連倒産法制等検討委員会元副委員長、一般社団法人日本経済

団体連合会監事

（主な著書）：編集・監修・共著を含む

『企業再編の理論と実務──企業再編のすべて──』（商事法務）

『執行役員制度の運用と実務』（新日本法規）

『新会社法による特例有限会社の法律実務』（新日本法規） など

卜 部 忠 史（うらべ ただし）

（略 歴）

早稲田大学法学部卒業、昭和58年�月弁護士登録（東京弁護士会）、司法研修所

民事弁護教官、ジェーピーエヌホールディング株式会社監査役、株式会社荏原製作

執筆者略歴
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所監査役、東京弁護士会司法修習委員会委員長

（主な著書）：共著を含む

『非公開中小会社の会社機関の選び方・運営の仕方Q&A』（セルバ出版）

『Q&A新会社法の実務』（新日本法規）

『民事事件における攻撃防御の訴訟実務』（新日本法規） など

西 江 章（にしえ あきら）

（略 歴）

京都大学法学部卒業、大蔵省（現財務省）勤務（東京国税局長、税務大学校長等歴

任）、横浜市立大学国際マネジメント研究科特別契約教授、平成20年�月弁護士登

録（第一東京弁護士会所属）、株式会社栃木銀行社外監査役、株式会社二葉社外監

査役、三栄源エフ・エフ・アイ株式会社社外監査役など

（主な著書）：編集・共著を含む

『私たちの税金』（大蔵財務協会）

『税務会計用語辞典』（財経詳報社）

『株主総会・役員六法』（民事法研究会）

渡 辺 昭 典（わたなべ あきのり）

（略 歴）

東京大学法学部卒業、昭和61年弁護士登録（第一東京弁護士会）、生命保険契約者

保護機構・評価審査会委員、金融審議会・相互会社の株式会社化WG委員、金融

審議会・保険基本問題WG委員、東京地方裁判所建築紛争専門部調停委員、東宮

開発株式会社更生管財人

（主な著書）：いずれも共著

『民事弁護と裁判実務第�巻［倒産］』（ぎょうせい）

『倒産法実務事典』（きんざい）

『新・裁判実務大系⑽破産法』（青林書院）

田 代 桂 子（たしろ けいこ）

（略 歴）

東京大学法学部卒業、昭和62年弁護士登録（第二東京弁護士会）、ワシントン大学

ロースクール（LLM）、ホワイト &ケース法律事務所パートナー、成和明哲法律

執筆者略歴
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事務所パートナー

辺 見 紀 男（へんみ のりお）

（略 歴）

中央大学法学部卒業、平成元年�月弁護士登録（第一東京弁護士会）、第一東京弁

護士会総合法律研究所委員長・会社法研究部会前部会長、旧司法試験第二次試験考

査委員（商法担当）、日本弁護士連合会常務理事、第一東京弁護士会副会長、サッ

ポロホールディングス(株)社外監査役など歴任

（主な著書）：いずれも共著

『株式交換・株式移転の理論・実務と書式〔第�版〕』（民事法研究会）

『役員会運営実務ハンドブック』（商事法務）

『敵対的買収と企業防衛』（日本経済新聞社）

『企業再編の理論と実務──企業再編のすべて──』（商事法務） など

福 田 大 助（ふくだ だいすけ）

（略 歴）

東京大学経済学部卒業、日本航空および日本興業銀行勤務、平成�年�月弁護士登

録（第一東京弁護士会）、東京都中小企業再生支援協議会専門家アドバイザー、法

政大学経営大学院講師（会社法・事業再生）

（主な著書）：共著を含む

『こんなときどうする会社役員の責任Q&A』（第一法規）

『入門民事訴訟法はこう読む』（日本実業出版社）

『中小企業再生実務と新会社法』（商事法務）

武 井 洋 一（たけい よういち）

（略 歴）

東京大学教養学部教養学科卒業、平成�年�月弁護士登録（第一東京弁護士会）、

第一東京弁護士会総合法律研究所前委員長・会社法研究部会元部会長・会計監査制

度研究部会副部会長、新司法試験考査委員（商法）、日本トムソン株式会社社外取

締役など

（主な著書）：いずれも共著

『役員会運営実務ハンドブック』（商事法務）

執筆者略歴
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『会社法関係法務省令逐条実務詳解』（清文社）

『新会社法A2Z 非公開会社の実務』（第一法規）

『Q&A新会社法の実務』（新日本法規）

『同族会社実務大全』（清文社）

『会社経営者・人事労務担当者のための労働法実務ハンドブック』（商事法務） な

ど

飯 田 直 樹（いいだ なおき）

（略 歴）

立教大学経済学部経済学科卒業、株式会社丸井勤務、平成11年�月弁護士登録（第

一東京弁護士会）、第一東京弁護士会総合法律研究所会社法研究部会員、弁護士業

務改革委員会税務部会員、トレイダーズ証券株式会社監査役、バリオセキュア・ネ

ットワークス株式会社取締役、株式会社山野楽器監査役、株式会社文教堂グループ

ホールディングス取締役、富士紡ホールディングス株式会社社外監査役

（主な著書）：いずれも共著

『敵対的買収と企業防衛』（日本経済新聞社）

『役員の責任と株主代表訴訟の実務』（新日本法規）

『法的紛争処理の税務〔第�版〕』（民事法研究会） など

西 村 賢（にしむら まさる）

（略 歴）

千葉大学法経学部法学科卒業、平成12年10月弁護士登録（第一東京弁護士会）、日

本不動産学会会員、第一東京弁護士会総合法律研究所会社法研究部会員

（主な著書）：いずれも共著

『企業再編の理論と実務──企業再編のすべて──』（商事法務）

『株式交換・株式移転の理論・実務と書式〔第�版〕』（民事法研究会）

佐 藤 弘 康（さとう ひろやす）

（略 歴）

早稲田大学法学部卒業、平成13年10月弁護士登録（第一東京弁護士会）、経営法曹

会議会員

（主な著書）：いずれも共著
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『敵対的買収と企業防衛』（日本経済新聞社）

『株主総会の要点』（商事法務）

『取締役の善管注意義務のはなし』（商事法務）

中 島 雪 枝（なかじま ゆきえ）

（略 歴）

平成13年10月弁護士登録（第一東京弁護士会）、第一東京弁護士会総合法律研究所

会社法研究部会員・倒産法研究部会員

（主な著書）：いずれも共著

『Q&A新会社法の実務』（新日本法規）

『新会社法A2Z 非公開会社の実務』（第一法規）

『新会社法による特例有限会社の法律実務』（新日本法規）

山 内 宏 光（やまうち ひろみつ）

（略 歴）

中央大学法学部卒業、中央大学大学院法学研究科刑事法専攻博士前期課程修了、平

成13年10月弁護士登録（第一東京弁護士会）

（主な著書）：いずれも共著

『Q&A新会社法の実務』（新日本法規）

『こんなときどうする 会社役員の責任Q&A』（第一法規）

『倒産・再生再編六法』（民事法研究会）

8 口 達（ひぐち わたる）

（略 歴）

東京大学経済学部卒業、平成�年�月公認会計士登録、平成14年10月弁護士登録

（第一東京弁護士会）、青山学院大学非常勤講師、第一東京弁護士会弁護士業務改革

委員会税務部会員

（主な著書）：いずれも共著

『コーポレートガバナンス・コードに対応した招集通知・議案の記載例』（商事法

務）

『コーポレートガバナンス・コードが求める取締役会のあり方』（商事法務）

『法務Q&A 会計不正 対応と予防のポイント』（中央経済社）
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『IFRS で企業法務が変わる』（中央経済社） など

村 瀬 幸 子（むらせ さちこ）

（略 歴）

立教大学法学部卒業、メーカー勤務、平成20年�月弁護士登録（第一東京弁護士

会）、第一東京弁護士会総合法律研究所会社法研究部会員

（主な著書）：いずれも共著

『こんなときどうする会社役員の責任Q&A』（第一法規出版）

『株主総会・役員六法』（民事法研究会）

『100分でわかる企業法務』（KADOKAWA）

平 井 智 子（ひらい ともこ）

（略 歴）

立教大学法学部卒業、中央大学法科大学院修了、平成20年12月弁護士登録（第一東

京弁護士会、平成28年�月より釧路弁護士会）

（主な著書）：いずれも共著

『こんなときどうする会社役員の責任Q&A』（第一法規）

『Q&A新会社法の実務』（新日本法規）

『株主総会・役員六法』（民事法研究会）

『同族会社実務大全』（清文社）

『100分でわかる企業法務』（KADOKAWA） など

山 下 成 美（やました なるみ）

（略 歴）

慶応義塾大学法学部法律学科卒業、慶應義塾大学法科大学院修了、平成22年12月弁

護士登録（第一東京弁護士会）、平成28年�月株式会社中国銀行コンプライアンス

部入行（岡山弁護士会）

（主な著書）：いずれも共著

『こんなときどうする会社役員の責任Q&A』（第一法規）

『新会社法A2Z 非公開会社の実務』（第一法規）

『100分でわかる企業法務』（KADOKAWA）

執筆者略歴
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多田啓太郎（ただ けいたろう）

（略 歴）

北海道大学法学部卒業、北海道大学法科大学院（司法試験合格により）中退、平成

24年12月弁護士登録（第一東京弁護士会）、第一東京弁護士会総合法律研究所会社

法研究部会員

（主な著書）：いずれも共著

『非公開会社・子会社のための会社法実務ハンドブック』（商事法務）

『同族会社実務大全』（清文社）

『役員会運営実務ハンドブック』（商事法務） など

平 井 貴 之（ひらい たかゆき）

（略 歴）

立命館大学法学部卒業、京都大学法科大学院中退、平成24年12月弁護士登録（第一

東京弁護士会）

（主な著書）：いずれも共著

『こんなときどうする会社役員の責任Q&A』（第一法規）

『新会社法A2Z 非公開会社の実務』（第一法規）

『役員の責任と株主代表訴訟の実務』（新日本法規）

『100分でわかる企業法務』（KADOKAWA）

『経営支配権をめぐる法律実務──解説・書式等とケーススタディ──』（新日本法

規）

小松真理子（こまつ まりこ）

（略 歴）

京都大学法学部卒業、首都大学東京法科大学院修了、平成26年12月弁護士登録（第

一東京弁護士会）

（主な著書）：いずれも共著

『開示事例から考える「コーポレートガバナンス・コード」対応』（商事法務）

『コーポレートガバナンス・コードに対応した招集通知・議案の記載例』（商事法

務）

『株式交換・株式移転の理論・実務と書式〔第�版〕』（民事法研究会） など
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西 山 諒（にしやま りょう）

（略 歴）

慶應義塾大学法学部法律学科卒業、慶應義塾大学法科大学院修了、平成26年12月弁

護士登録（第一東京弁護士会）、第一東京弁護士会総合法律研究所会社法研究部会

員・倒産法研究部会会員

（主な著書）：いずれも共著

『役員会運営実務ハンドブック』（商事法務）

『Q&A新会社法の実務』（新日本法規）

『新会社法A2Z 非公開会社の実務』（第一法規）

『倒産・再生再編六法』（民事法研究会） など

矢野亜里紗（やの ありさ）

（略 歴）

立教大学法学部卒業、中央大学法科大学院修了、平成27年12月弁護士登録（第一東

京弁護士会）、第一東京弁護士会総合法律研究所会社法研究部会員

（主な著書）：いずれも共著

『新会社法A2Z 非公開会社の実務』（第一法規）

『Q&A新会社法の実務』（新日本法規）

執筆者略歴
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