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〔譲渡承認を請求する者〕
　株式の譲渡人（※寺町）or　株式の譲受人（※伊達）

（※どちらからでも請求できる）

〔会社側の対応〕

①　承認機関による決定

　　（※TSC社の場合……取締役会）

会社が
買い取る場合

売買契約が成立 人間で売買契約
が成立

寺町→伊達の譲渡は対TSC社の関係
でも有効となり伊達が株主となる

買取人を
指定する場合

承認した場合
みなし承認

みなし承認

みなし承認

承認しなかった場合

※株主総会の特別決議

※価格決定の申立て

※取締役会の決議

2週間以内に
通知しなかったとき

通知しなか
ったとき

通知しなか
ったとき

②　買取先指定請求の決定

40日以内に通知

10日以内に通知

228

ティーシード・コンサルティング株式会社　定款

第１章　総則

　（商号） 
第 １条　当会社は、ティーシード・コンサルティング株式会社
と称する。

　（目的） 
第２条　当会社は、次の事業を行うことを目的とする。
　⑴　日本茶関連商品および化粧品の広告
　⑵　日本茶関連商品および化粧品のマーケティング
　⑶　前各号に附帯又は関連する一切の事業
　（本店所在地） 
第３条　当会社は、本店を京都市○○区に置く。
　（公告方法） 
第４条　当会社の公告は、官報により行う。
　（機関構成） 
第 ５条　当会社は、株主総会及び取締役のほか、取締役会及び
監査役を設置する。

第２章　株式
　（発行可能株式総数） 
第６条　当会社の発行可能株式総数は、3,000株とする。
　（株式の譲渡制限） 
第 ７条　当会社の発行する株式の譲渡による取得については、
取締役会の承認を受けなければならない。ただし、当会社の
株主に譲渡する場合は、承認をしたものとみなす。

　（相続人等に対する売渡請求） 
第 ８条　当会社は、相続、合併その他の一般承継により当会社
の譲渡制限の付された株式を取得した者に対し、当該株式を
当会社に売り渡すことを請求することができる。

　（株主名簿記載事項の記載の請求） 
第 ９条　当会社の株式の取得者が株主の氏名等株主名簿記載事
項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには、当会
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　株主は、自分が保有する株式を自由に譲渡すること
ができるのが原則です。しかし、意外に思われるかも
しれませんが、日本の多くの株式会社では、株式の譲
渡に一定の制限がつけられています。

［ 株式譲渡自由の原則 ］

部 長　さて、本題だ。社長から確認を求められている
今回の書類。ここで寺町さんが求めている株式の譲
渡承認に関して、定款や登記から何かわかったかな？
ゆ い　定款の第７条に「当会社の発行する株式の譲渡
による取得については、取締役会の承認を受けなけ
ればならない」と書いてありました。また、登記の「株
式の譲渡制限に関する規定」という欄に同じ内容が
記載されていました。
　 でも、株式って自由に売買できるものじゃないんで
すか？
部 長　確かに君がいうとおり「株式譲渡自由の原則」
といって、原則として株主は自由に株式を譲渡でき

ることが会社法によって保障されている（法127条）。

会社法127条　（株式の譲渡）
　株主は、その有する株式を譲渡することができる。

ゆ い　では、なぜTSC社では、株式の譲渡について取
締役会の承認を要求しているんですか？　これっ
て、株主の立場から考えると迷惑な話だと思うんで
す。例えば、子どもの入学金などでお金が必要になっ
て自分が保有している株式を譲渡したいと思って
も、取締役会の承認を得られなければ売ることがで
きないってことでしょう？　それって、株主がかわ
いそうですよ。
部 長　確かに株主の立場から見た場合にはそうかもし
れないが、よく考えてごらん。会社といっても上場
会社はごく僅かで、世の中の大多数は中小規模の株
式会社（以下「中小企業」という）だ。中小企業では、
親族や友人知人などお互いの信頼関係がある限られ
た範囲の人が株主や取締役として会社に関わってい
るケースが多いんだよ。現にTSC社も当社の茶屋社
長と社長の大学時代の友人である高倉さん、寺町さ
んの３人が中心になって設立した会社なんだ。こう
いう会社では、信頼関係がまったくない第三者が株
主になると会社の運営がうまくいかなくなることも
ある。
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英文契約書の条項を、新人法務部員ゆいと
ベテラン法務部長との会話から学ぶ！
契約実務初心者にもお勧め！
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@E-mail

ご住所

様　 ㊞

〒　　　―　　　　

フリガナ

ご氏名

機関名
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東京都港区南青山2̶11̶17
第一法規株式会社
　 FAX.0120̶302̶640

書店印

取 扱 い

LawL会社法（052175）2015.5 SE

＊弊社宛直接お申込いただく場合、一回のご注文でお届け先が一箇所、お買い上げ合計金額5,000円（税込）以上のご注文は、国内配送料サービス
といたします。また、お買い上げ合計金額5,000円（税込）未満のご注文については、国内配送料450円にてお届けいたします。
＊消費税は申込日時の適応税率に依ります。

この申込書は、ハガキに貼るか、
このままFAXで下記宛お送り
ください。

＜お客様の個人情報の取扱いについて＞
お客様よりお預かりしたお名前・住所等の個人情報は、商品や代金請求書の発送、アフターサービス、弊社商品・サービスのご案内をするために使用いたします。ご同意のうえお申し
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◎上記のとおり申し込みます。代金については、次に示す方法にて支払います。　　　 平成　　　　年　　　　月　　　　日
　（いずれかを で選択ください。）　　□代金引換により支払います。　　□現品到着後請求書により支払います。
＊代金引換手数料について
　一回あたりのご購入金額
　（商品の税込価格+送料）の合計が

※送料・代引手数料を含む合計金額は、商品のお届け時に配送
業者に現金でお支払いください。その際、クレジットカードは
ご利用いただけません。
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