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新会社法の「メリット」を活用した新会社法の「メリット」を活用した
経営法務アドバイス！！経営法務アドバイス！！

新会社法の「メリット」を活用した
経営法務アドバイス！！

非公開会社非公開会社の実務非公開会社の実務
加除式　B５判　全２巻

編集　会社法制度活用研究会　代表　辺見紀男（弁護士）

本書の特徴本書の特徴
◎ 「非公開会社」の経営法務に焦点化した、新しい
　 会社法についての実務情報の提供。
◎ 会社法関係の法務省令事項を取り込んだ解説。
◎ 会社の状況や経営課題に対応した有効な指針の
　 提供。

◎ 「非公開会社」の経営法務に焦点化した、新しい
　 会社法についての実務情報の提供。
◎ 会社法関係の法務省令事項を取り込んだ解説。
◎ 会社の状況や経営課題に対応した有効な指針の
　 提供。

豊富な事例と詳細な解説でサポート！

武井　洋一・櫻井　喜久司・高田　享・中西　和幸・那須　健人・山上　俊夫・小磯　孝二
編集委員（すべて弁護士）

定価12,600円
（本体12,000円）＜送料実費＞



  基礎編
  会社法の基礎知識
第1章　会社法の仕組み・全体像

第2章　商法、有限会社法からの
　　　　改正のポイント

第3章　定義規定・基本用語解説

  Ｑ＆Ａ解説編
  会社法の制度と
  実務対応

第1章　会社の設立・商号等
第１節　設　立
第２節　商号等

第2章　株　式
第１節　譲渡制限株式
第２節　種類株式
■剰余金の配当に関する種類株式
■取得請求権付株式
■取得条項付株式
■全部取得条項付種類株式
■議決権制限株式
■種類株式の買取請求
■特例有限会社における種類株式の
　発行
第３節　新株発行
第４節　自己株式
第５節　株　券
■株券不発行制度
■株券喪失登録制度
■株式の譲渡と善意取得
第６節　株主の権利
第７節　株主名簿
第８節　株式に関する訴訟

第3章　新株予約権・新株予約権
　　　　付社債
第１節　新株予約権
第２節　新株予約権付社債

第4章　機関設計
■機関設計に関する定款変更と役員
　等の任期
■中小会社の機関設計
■ガバナンス・信用度の重視、税務・
　会計の観点での機関設計
■グループ・子会社の機関設計

第5章　株主総会
第１節　株主総会の招集手続き
第２節　株主総会における議決権等
■株主提案権
■書面投票制度・電子投票制度、書
　面決議制度
■相互保有株式の議決権の制限
■議決権の不統一行使
第３節　株主総会の決議・運営

第6章　取締役及び取締役会
第１節　取締役の資格・員数
■一人取締役の死亡時の対応
■代表取締役についての会社法にお
　ける改正点
第２節　取締役の任期
第３節　取締役の選任・解任
第４節　取締役の責任
第５節　取締役の報酬等
第６節　取締役会の設置・招集
第７節　取締役会の決議

第7章　監査役及び監査役会
第１節　監査役
第２節　監査役会

第8章　会計参与
■会計参与の資格・任期・員数等
■会計参与の兼任禁止、報酬
■会計参与の職務・権限・責任等
■計算書類等・会計参与報告の作成等

第9章　会計監査人

第10章　株主代表訴訟

第11章　内部統制
■会社法における「子会社」概念の
　実質化

第12章　会社の計算
第１節　会社の計算書類
第２節　会社の決算
第３節　剰余金の分配
第４節　その他

第13章　増資・減資
■資本金の額の減少、準備金の額の

　減少、剰余金の資本組入れ及び資
　本金減少額の上限規制の撤廃
■欠損てん補のための資本金の減少
■準備金の資本組入れ
■特例有限会社の減資
■資本金の額と税務特例

第14章　社　債
第１節　社債の発行等
第２節　社債管理者・社債権者集会
第３節　担保附社債信託法・社債等
　　　　振替法

第15章　組織変更・組織再編
第１節　営業譲渡・事後設立等
第２節　組織変更
■合同会社と株式会社との間の組織
　変更の手続き
■合同会社と合名会社・合資会社と
　の間の会社種類の変更手続き等
第３節　組織再編（一般）
第４節　組織再編における対価の柔
　　　　軟化
第５節　簡易組織再編・略式組織再編
第６節　株式交換・株式移転
第７節　組織再編の手続き
■組織再編行為における資本金・準
　備金等の計数の取扱い
■会社分割における労働契約承継
■特例有限会社を存続会社とする合
　併
第８節　組織再編に関する訴訟

第16章　会社の清算
第１節　清　算
第２節　特別清算

第17章　登記・公告
■支店所在地における登記事項
■社外取締役と登記
■会社法施行に伴い変更登記が必要
　な事項
■会社の公告

第18章　商業使用人等

第19章　特例有限会社、株式会
　　　　　社への移行

第20章　持分会社

第21章　外国会社

第22章　罰　則

第23章　施行期日・経過措置

  事例解説編
  会社法の活用と
  経営法務戦略

　序　　非公開会社における会社
　　　　法の実務と留意点

第1章　特例有限会社に関するこ
　　　　と及び株式会社の制度移
　　　　行に関すること

第2章　起業・組織変更に関する
　　　　こと及び最低資本金規制
　　　　撤廃による影響
■株式会社設立時の登記書類、定款
　記載事項
■商号使用規制廃止と類似商号使用
■最低資本金制度の撤廃と確認株式
　会社・有限会社の特例
■合同会社の設立手続き、業務執行・
　業務運営の決定方法、利益分配及
　び損失負担の具体例

第3章　機関設計、会社役員等に
　　　　関すること
■取締役会非設置会社において代表
　取締役が死亡した場合の措置
■会社の規模と機関設計の最適化
■取締役会の決議の省略（書面決議）
■取締役会の廃止に伴う機関設計の
　ポイント・問題点、会計参与の活
　用
■取締役の資格制限及び役員任期伸
　長に伴う法務問題と経営判断のポ
　イント
■社外取締役の登記
■顧問税理士兼社外取締役が顧問報
　酬しか受領していない場合の最低
　責任限度額
■中堅規模の株式会社における監査
　役の業務分担、会計参与と監査役
　の協働
■役員賞与の取扱い

第4章　事業承継・相続等に関す
　　　　ること
■所有する株式全部を相続人の１人
　に取得させる方法
■被相続人が所有する株式を会社が
　相続人から強制的に取得する方法
■会社が相続人の保有する会社株式
　を取得する方法

麻　　　祐　一　　　浅　野　貴　志　　　安　藤　知　史　　　安　藤　拓　郎　　　飯　田　直　樹　　　磯　田　
井　上　裕　也　　　上　村　真一郎　　　梅　木　佳　則　　　浦　部　明　子　　　遠　藤　崇　史　　　大久保　
小根山　祐　二　　　笠　原　智　恵　　　鹿　野　美　紀　　　川　端　小　織　　　神　田　　　将　　　神　原　
草　道　倫　武　　　倉　橋　博　文　　　小　磯　孝　二　　　合　田　剛　哲　　　河　野　祥　多　　　甲　村　
坂　口　季久夫　　　佐久間　幸　司　　　櫻　井　喜久司　　　佐　藤　彰　絋　　　佐　藤　順　哉　　　佐　藤　
清　水　奈　々　　　下　田　憲　雅　　　新　藤　えりな　　　鈴　木　仁　史　　　鈴　木　み　き　　　鈴　木　
高　田　　　享　　　高　橋　　　直　　　武　井　洋　一　　　樽　本　　　哲　　　千代田　有　子　　　辻　　　
鶴　間　洋　平　　　友　常　理　子　　　中　島　雪　枝　　　中　西　和　幸　　　中　原　健　夫　　　中　村　
西　尾　雄一郎　　　西　村　　　賢　　　野　間　昭　男　　　萩　原　唯　考　　　橋　本　裕　幸　　　花　井　
樋　口　　　收　　　樋　口　　　達　　　藤　原　朋　奈　　　辺　見　紀　男　　　増　田　智　幸　　　松　田　
三　浦　繁　樹　　　三　谷　革　司　　　三　宅　英　貴　　　森　口　　　倫　　　安　田　明　代　　　泰　田　
矢　野　　　領　　　山　上　俊　夫　　　山　縣　秀　樹　　　山　下　由　紀　　　山　本　博　毅　　　結　城　
𠮷　川　英　之　　　吉　田　桂　公　　　和久田　美　嘉　　　渡　邉　　　誠　　　　　　　　　　　　　　　　　

執筆者一覧（すべて弁護士、50音順）

内容構成
（抜粋）



わかりやすいＱ＆Ａ解説。

Ｑ＆Ａ解説編 会社法の制度と実務対応

制度メリットの活用方法と、
リスクマネジメントを含めた
経営法務アドバイス。

第5章　株式・社債の活用に関す
　　　　ること
■基準日後に株式を取得した者に議
　決権を行使させる場合
■会社に対する金銭債権を現物出資
　した場合の検査役の調査の要否・
　発行価額
■株式分割、株式無償割当て、株主
　割当ての関係
■役員選任権付種類株式

第6章　会社の計算、計算書類や
　　　　会計参与・会計監査人に
　　　　関すること
■貸借対照表、株主資本等変動計算
　書の記載例、事業報告の取扱い
■資本金の額の減少手続きと１００％
　減資の可否
■配当の決定の取締役会授権の要件、
　剰余金分配可能額の算定、中間配
　当
■現物出資規制の緩和とデット・エ
　クイティ・スワップの活用
■会計参与制度の活用、責任軽減の
　方法、顧問契約打切り後の顧問報
　酬
■会計参与と会社の意見が一致しな
　い場合の会計参与の権利・義務・
　報酬・責任

第7章　組織再編に関すること

第8章　清算手続きに関すること

第9章　情報開示、内部統制シス
　　　　テムに関すること
■決算公告義務及びその方法と開示
　書類
■内部統制システムの構築・開示
■取締役の責任追及の訴えにおける
　不提訴理由書

資　料
■非公開中小会社の定款規定例

わかりやすいＱ＆Ａ解説。

Ｑ＆Ａ解説編 会社法の制度と実務対応

※ 1 問の解説分量は、2ページ程度です。

制度メリットの活用方法と、
リスクマネジメントを含めた
経営法務アドバイス。
※ 1 事例の解説分量は、4ページ程度です。

内容見本
（縮小）

会社法の「知識」と
活用の「知恵」！

法令の解釈について詳細に解説するとともに、
問題事例の解決指針を示します。
旧法下の取扱いとの相違点も踏まえ、実務対応
方針と注意点について解説します。

有効な選択肢、判断要素
及び注意点の提示！

実務対応上の留意点、想定される問題状況を
含めて、経営法務戦略のヒントを示します。

解説のポイントを総括するとともに、
実務アドバイスを行います。

実際の疑問！
お客様から寄せられたご質問を基に、
質問文を整理しています。

制度理解と実務対応！
回答の基となる制度解説を、
詳細に示します。
旧法下の取扱いとの相違点や、
実務のポイントも解説します。

事例解説編 会社法の活用と経営法務戦略事例解説編 会社法の活用と経営法務戦略

簡潔・明解！
回答・結論を、
わかりやすく端的に
示します。

法的根拠の整理！
法令等の解説根拠を、旧法
規定を含め一覧で示します。

文献や判決等の参照情報も、適宜
≪参考≫として紹介します。

直　也　　　板　橋　喜　彦
暁　彦　　　大　堀　徳　人
千　郷　　　木　谷　太　郎
文　亮　　　五　来　久美子
弘　康　　　清　水　知　彦
洋　子　　　関　　　高　浩
拓一郎　　　土　屋　奈　生
英　幸　　　那　須　健　人
美　雪　　　原　田　芳　衣
大　介　　　松　本　裕　之
啓　太　　　栁　澤　崇　仁
大　輔　　　横　井　康　真
 　　   〔平成18年12月、現在〕

法施行後発生した実務問題！
お客様から寄せられたご質問と、制度活用の
視点を総合した問題事例を収録しています。

着眼点、
論点の整理！
事例の中から、
実務の読解ポイントを
抽出します。



新会社法の「メリット」を活用した
経営法務アドバイス！！

非公開会社の実務

〈604570〉 　　［0711］
A2Z非公開実務 （604579）2007.11 SE
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