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会会社社法法改改正正「「資資金金調調達達のの場場面面ににおおけけるる企企業業統統治治のの在在りり方方」」  

 
 
 

 

 

 

 

I. はじめに 
 
平成 24 年 8 月 1 日、法務省法制審議会会社法制部会（部会長：岩原紳作東京大学教授）（以下「会社法制部

会」といいます。）は「会社法制の見直しに関する要綱案」（以下「本要綱案」といいます。）を取りまとめました。同

部会は、平成 22 年 2 月 24 日に、法務大臣から企業統治の在り方や親子会社に関する規律等の見直しについ

て諮問1を受けて設置され、平成 23 年 12 月 7 日に、「会社法制の見直しに関する中間試案」（以下「中間試案」

といいます。）を公表し、意見照会を行っていました。会社法制部会は、かかる意見を踏まえて審議を重ね、本要

綱案を決定しました。 
本要綱案では、「企業統治の在り方」として、①取締役会の監督機能、②会計監査人の選解任等に関する議案

の内容の決定、③資金調達の場面における企業統治の在り方、「親子会社に関する規律」として、①親会社株主

の保護等、②キャッシュ・アウト、③組織再編における株式買取請求等、④組織再編等の差止請求、⑤会社分割

等における債権者の保護、「その他」として、①金融商品取引法上の規制に違反した者による議決権行使の差止

請求、②株主名簿等の閲覧等の請求の拒絶事由、③その他に関する会社法見直しの概要を規定していますが、

本稿では、「企業統治の在り方」 ③資金調達の場面における企業統治の在り方について解説いたします。 
 

II. 支配株主の異動を伴う募集株式の発行等 
 

現行法上、公開会社は、有利発行に該当しない限り、取締役会決議により募集株式又は募集新株予約権を発

行することができます（会社法第 201 条第 1 項、第 199 条第 3 項）。しかしながら、会社支配権の決定は経営者

ではなく株主が行うべきであり、会社支配権の移転を生じるような募集株式又は募集新株予約権の発行等は、株

主総会で決定すべきではないかという指摘を踏まえ、本要綱案では、引受人が総株主の議決権の過半数を有す

ることになるような募集株式又は募集新株予約権（募集新株予約権を発行する場合の、「議決権の過半数」につ

いては後述）の発行等を行う場合には、引受人に関する情報の開示を新たに求めるとともに、総株主の 10 分の 1
以上の議決権を有する株主が反対する旨の通知（以下「反対通知」といいます。）を当該公開会社に行った場合に

は、株主総会の普通決議による承認が必要である旨を定めています。 
 

１．公開会社における募集株式の割当て等の特則 
 
【本要綱案】 
(1) 公開会社における募集株式の割当て等の特則 

①  公開会社は、募集株式の引受人について、アに掲げる数のイに掲げる数に対する割合が 2 分の 1 を超え

る場合には、第 199 条第 1 項第 4 号の期日（同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日）の 2
週間前までに、株主に対し、当該引受人（以下(1)において「特定引受人」という。）の氏名又は名称及び住

所、当該特定引受人についてのアに掲げる数その他の法務省令で定める事項を通知しなければならない

ものとする。ただし、当該特定引受人が当該公開会社の親会社等である場合又は第 202 条の規定により

株主に株式の割当てを受ける権利を与えた場合は、この限りでないものとする。 
 

ア  次に掲げる数の合計数 
(ア) 当該引受人がその引き受けた募集株式の株主となった場合に有することとなる議決権の数 
(イ) 当該引受人の子会社等が有する議決権の数 

                                                   
1 平成 22 年法務大臣諮問第 91 号。 
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イ  当該募集株式の引受人の全員がその引き受けた募集株式の株主となった場合における総株主の議

決権の数 
 

②  ①による通知は、公告をもってこれに代えることができるものとする。 
 

③  ①にかかわらず、公開会社が①の事項について①の期日の２週間前までに金融商品取引法第 4 条第 1
項から第3 項までの届出をしている場合その他の株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で

定める場合には、①による通知は、することを要しないものとする。 
 
④  総株主（④の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を除く。）の議決権の10分の1（これ

を下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合）以上の議決権を有する株主が①による通知の日

又は②の公告の日（③の場合にあっては、法務省令で定める日）から 2 週間以内に特定引受人による募集

株式の引受けに反対する旨を公開会社に対し通知したときは、当該公開会社は、①の期日の前日までに、

株主総会の決議によって、当該特定引受人に対する募集株式の割当て又は当該特定引受人との間の第

205 条の契約の承認を受けなければならないものとする。ただし、当該公開会社の財産の状況が著しく悪

化している場合において、当該公開会社の存立を維持するため緊急の必要があるときは、この限りでない

ものとする。 
 
⑤  第 309 条第 1 項の規定にかかわらず、④の株主総会の決議は、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にあっては、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過半数（これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以

上）をもって行わなければならないものとする。 

 
【解説】 
(1) 情報開示の充実（上記①乃至③） 

 
現行法上、公開会社が、募集株式の発行等を行う場合、払込期日（又は払込期間の初日）の2週間前まで

に、株主に対して募集事項を通知又は公告をする必要がありますが（会社法第 201 条第 3 項、第 4 項）、本

要綱案では、これに加え、当該募集株式の発行等の結果、引受人の議決権割合（引受人の子会社等2の議

決権を含みます。）が2分の1を超える場合には、当該引受人の氏名又は名称、住所、発行後の議決権数そ

の他の法務省令3で定める事項（以下「引受人関連事項」といいます。）を株主に通知又は公告する必要があ

る旨を規定しています（上記①及び②）。 
なお、議決権割合が 2 分の 1 を超えるという要件については、発行等の後における、ある特定の引受人の

議決権割合に着目した基準である点に留意する必要があります4。 
また、本要綱案では、取得請求権付株式や取得条項付株式を発行等する場合に、これらの株式の取得対

価として交付されることになる株式に係る議決権については、規律の対象とならないことが想定されています
5。 

 
上場会社が普通株式の募集を行う場合には、原則として有価証券届出書等の提出が必要となるところ（金

融商品取引法第 4 条第 1 項）、現行法上、株主に対する募集事項の通知又は公告（会社法第 201 条第 3
項、第 4 項）は、有価証券届出書等により代替することが認められております（会社法第 201 条第 5 項、会

社法施行規則第 40 条）。本要綱案により追加される引受人関連事項についても、これと同様に、有価証券

届出書等により代替することが認められることになります（上記③）。 
なお、現行法上、株主に対する募集事項の通知又は公告を有価証券届出書等で代替する場合には、当該

                                                   
2 本要綱案では、「子会社等」とは、ある者がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該者がその経営を支配して

いる法人として法務省令で定めるものをいうとされています（本要綱第 1 2(1)②(注)）。 
3 本要綱案は、当該法務省令で定められるべき内容について特に言及していませんが、中間試案では、①当該募集株式の発行等に

際して当該引受人に割り当てられる募集株式にかかる議決権数、②当該募集株式の発行等についての取締役会の判断の内容、③

社外取締役を置く会社において、②の事項についての社外取締役の意見が取締役会の判断の内容と異なる場合には、当該意見、

④当該募集株式の発行等についての監査役又は監査委員会の意見が、引受人関連事項の内容として例示されています（中間試案

第 3 1（2）（注 1））。中間試案の当該箇所については、パブリック・コメントにおいても基本的には異論がなかったところです。 
4 「当該引受人に支配が移転することに着目した規定でございますので、各引受人ごとに、その引受人が支配権を取得するかどうかを

判断するということです。」（会社法制部会第 21 回会議議事録 40 頁[内田修平関係官説明]）。 
5 「これに対して、取得請求権付株式や取得条項付株式については、その発行のためには定款の定めを要し・・・株主総会の決議が必

要となることから、募集株式の発行等に関する規律の潜脱に利用されることは考えにくい。そこで、これらの株式の取得対価として交

付される株式に係る議決権は、募集株式の発行等に関する規律の対象には含めないことが考えられる。」（会社法制部会第19回会

議資料 21 16 頁）。 
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募集事項が有価証券届出書等に記載されている必要がありますが（会社法施行規則第 40条）、引受人関連

事項についても、これと同様の取扱いとなることが予想されます。 
 
本要綱案によると、親会社等6への割当て等の場合及び株主割当ての場合には、上記の通知又は公告は

不要とされておりますが（上記①ただし書）、公募増資の場合については特に除外規定はありません。公募増

資の際に買取引受けやオーバーアロットメントに伴う第三者割当ての引受けを行う引受証券会社については、

念のため留意が必要です7。 
 
(2) 株主総会の要否（上記④及び⑤） 

 
本要綱案によると、株主に対する引受人関連事項の通知又は公告（有価証券届出書等の提出の場合に

は法務省令で定める日）から 2 週間以内に、10 分の 1 を超える議決権を有する株主が、当該引受人による

募集株式の引受けに反対する旨を公開会社に通知した場合には、当該公開会社は、払込期日（又は払込期

間の初日）の前日までに、当該募集株式の割当て等について、株主総会における普通決議による承認を得

る必要があります（上記④本文及び⑤）。 
 
公開会社における募集株式の第三者割当ての場合、会社法及び金融商品取引法上の 短スケジュール

である取締役会決議日（=有価証券届出書等の提出日）から中 14 日又は 15 日後に払込期日を設定するケ

ースが実務上は多いように思われますが、かかるスケジュールにおいて、反対通知がなされた場合には、払

込期日の前日までに株主総会の承認を得ることは現実的には不可能です。したがって、実務的な対応として

は、引受人関連事項の通知又は公告が必要となるケースにおいては、株主総会の開催を含めてスケジュー

リングを行うことが必要となるものと思われます。 
 
また、払込期日の変更については、会社法上の手続が必要ですが（会社法第 203 条第 5 項）、金融商品

取引法上の手続として、有価証券届出書等の訂正で対応可能か検討が必要となります。 
 
なお、上記④ただし書によれば、「当該公開会社の財産の状況が著しく悪化している場合において、当該

公開会社の存立を維持するため緊急の必要があるとき」には株主総会の承認を得る必要はありません。しか

し、かかる要件を充足しているかどうかの判断は必ずしも容易ではなく、公開会社が、反対通知の受領後、か

かる要件を充足するとして株主総会を開催しない場合、株式発行の差止め仮処分（会社法第 210 条）等の

手続の中で、裁判所により、当該判断が否定される可能性もありますので、慎重な判断が必要です。 
 
２．公開会社における募集新株予約権の割当て等の特則 
 
【本要綱案】 
(2) 公開会社における募集新株予約権の割当て等の特則 

①  公開会社は、募集新株予約権の割当てを受けた申込者又は第 244 条第 1 項の契約により募集新株予約

権の総数を引き受けた者（以下①において「引受人」という。）について、アに掲げる数のイに掲げる数に対

する割合が 2 分の 1 を超える場合には、割当日の 2 週間前までに、株主に対し、当該引受人（以下(2)に
おいて「特定引受人」という。）の氏名又は名称及び住所、当該特定引受人についてのアに掲げる数その他

の法務省令で定める事項を通知しなければならないものとする。ただし、当該特定引受人が当該公開会社

の親会社等である場合又は第 241 条の規定により株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えた場

合は、この限りでないものとする。 
 

ア  次に掲げる数の合計数 
(ア) 当該引受人がその引き受けた募集新株予約権に係る交付株式の株主となった場合に有することと

なる議決権の数のうち も多い数 
(イ) 当該引受人の子会社等が有する議決権の数 

イ  ア(ア)の場合における総株主の議決権の数のうち も多い数 
 

②  ①の「交付株式」とは、募集新株予約権の目的である株式、募集新株予約権の内容として第 236 条第 1
項第 7 号ニに掲げる事項についての定めがある場合における同号ニの株式その他募集新株予約権の新

                                                   
6 本要綱案では、「親会社等」とは、株式会社の親会社その他の当該株式会社の経営を支配している者として法務省令で定めるもの

をいうとされています（本要綱第 1 2(1)①(注)）。 
7 「公募に際して買取引受けをする引受証券会社の取扱いについては、・・・公募の場合であっても、支配権の異動に利用されないこと

が法制度上担保されているとまでは言えず、また、少なくとも規律の対象を画する議決権割合を過半数にすれば、このような規律が

公募の実務を不当に阻害するとも言えないように思われる」（会社法制部会第 21 回会議議事録 33 頁[内田修平関係官説明]）。 
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株予約権者が交付を受ける株式として法務省令で定める株式をいうものとする。 
 

③  ①による通知は、公告をもってこれに代えることができるものとする。 
 

④  ①にかかわらず、公開会社が①の事項について割当日の 2 週間前までに金融商品取引法第 4 条第 1 項

から第3項までの届出をしている場合その他の株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定

める場合には、①による通知は、することを要しないものとする。 
 

⑤  総株主（⑤の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を除く。）の議決権の10分の1（これ

を下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合）以上の議決権を有する株主が①による通知の日

又は③の公告の日（④の場合にあっては、法務省令で定める日）から 2 週間以内に特定引受人による募集

新株予約権の引受けに反対する旨を公開会社に対し通知したときは、当該公開会社は、割当日の前日ま

でに、株主総会の決議によって、当該特定引受人に対する募集新株予約権の割当て又は当該特定引受人

との間の第244条第1項の契約の承認を受けなければならないものとする。ただし、当該公開会社の財産

の状況が著しく悪化している場合において、当該公開会社の存立を維持するため緊急の必要があるとき

は、この限りでないものとする。 
 

⑥  第 309 条第 1 項の規定にかかわらず、⑤の株主総会の決議は、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にあっては、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過半数（これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以

上）をもって行わなければならないものとする。 
 
【解説】 
募集新株予約権の発行等について、募集株式の発行等に関するものと同様の規律を設けるかは、中間試案に

おいては検討事項とされていましたが、パブリック・コメントや部会審議においても特に異論はなく、本要綱案にお

いて、募集株式の発行等と同様の規律が設けられています。基本的には上記「1．公開会社における募集株式の

割当て等の特則」と同様ですが、以下では、これとは異なる点を解説いたします。 
 
(1) 「割当ての申込者又は会社法244条1項の契約により募集新株予約権の総数を引き受けた者」（上記①） 

 
現行法上、新株予約権の割当方法については、第三者割当て・公募（会社法第 238 条）及び株主割当て

（同法第 241 条）に加えて、新株予約権無償割当て（同法第 277 条）がありますが、新株予約権無償割当て

の場合、割当ての申込み又は総数引受契約の締結は行われないことから、上記の要件には該当しないこと

になります。したがって、新株予約権無償割当てを行う場合は、引受人関連事項の通知又は公告（上記①乃

至④）は不要となるものと思われます。 
なお、上記 1．同様、親会社等への割当て等の場合及び株主割当ての場合についても、引受人関連事項

の通知又は公告は不要とされております（上記①ただし書）。 
 

(2) 「2 分の 1 を超える」の計算方法（上記①） 
 
新株予約権には議決権がないため、引受人関連事項の通知又は公告の要否を判断するための基準とな

る「2 分の 1 を超える」の計算方法については、募集株式の発行等の場合とは異なります。具体的な計算式

は以下のとおりです。 
 

{（(i)当該引受人がその引き受けた募集新株予約権に係る交付株式の株主となった場合に有することとなる

議決権の数のうち も多い数）＋（当該引受人の子会社等が有する議決権の数）} 
÷ 

{(ii)当該引受人がその引き受けた募集新株予約権に係る交付株式の株主となった場合における総株主の

議決権の数のうち も多い数} 
 
まず、(i)については「募集新株予約権に係る交付株式の株主となった場合に有することとなる議決権の数

のうち も多い数」と規定されています。「交付株式」とは、新株予約権の行使によって交付される株式、取得

条項付新株予約権の取得条項発動の対価として交付される株式その他新株予約権の新株予約権者が交付

を受ける株式として法務省令で定める株式をいいます（上記②）。これらの株式に係る議決権のうち も多い

数が(i)となります。「 も多い」とは、「例えば、募集新株予約権に株式を対価とする取得条項が付されている

場合には、新株予約権の行使によって交付される株式と、取得条項による取得の対価として交付される株式

の、二通りの交付株式があるということになります。このように、一つの新株予約権について交付株式が複数
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存する場合には、その複数の交付株式が交付された場合をそれぞれ想定しまして、その結果引受人が有す

ることとなる議決権数の 大値を基礎として、(2)のような規律の対象となるかどうかが決せられる」と説明さ

れています8。また、新株予約権には、通常、希薄化防止条項が定められており、さらに行使価額修正条項や、

目的となる株式の数が算式によって定まる場合もあります。具体的な計算方法については、法務省令に委ね

られることになります。 
なお、本規定が、割当て等の後に引受人に支配権が移動するケースに着目した規定であることを踏まえる

と、引受人がすでに保有している普通株式や新株予約権に係る議決権についても、分子に加算されることも

想定されますが、本要綱上はこれらの取扱いは必ずしも明らかではないため、今後、法案を確認する必要が

あります。 
 
他方、(ii)については、「当該引受人がその引き受けた募集新株予約権に係る交付株式の株主となった場

合における総株主の議決権の数のうち も多い数」とされています。したがって、既発行の株式に係る議決

権の総数と、引受人が割当て等を受けた募集新株予約権の「交付株式」に係る議決権の 大数の合計が分

母となります。他の引受人がその引き受けた募集新株予約権に係る議決権については、分母の計算には含

まれないことが想定されています9。 
なお、(i)において、既発行の新株予約権に係る議決権を加算する場合には、(ii)においても加算すること

が整合的とも思われますが、こちらについても今後、実際の法案を確認する必要があります。 
 

III. 仮装払込みによる募集株式の発行等 
 
【本要綱案】 

①  募集株式の引受人は、次のア又はイに掲げる場合には、株式会社に対し、当該ア又はイに定める行為を

しなければならないものとする。 
 

ア  募集株式の払込金額の払込みを仮装した場合 払込みを仮装した払込金額の全額の支払 
イ  現物出資財産の給付を仮装した場合 当該現物出資財産の給付（株式会社が当該給付に代えて当該

現物出資財産の価額に相当する金銭の支払を請求した場合にあっては、当該金銭の全額の支払） 
（注） ①の義務は、第 847 条第 1 項の責任追及等の訴えの対象とするものとする。 
 

②  ①により募集株式の引受人の負う義務は、総株主の同意がなければ、免除することができないものとす

る。 
 

③  ①ア又はイに掲げる場合には、出資の履行を仮装することに関与した取締役（委員会設置会社にあって

は、執行役を含む。）として法務省令で定める者は、株式会社に対し、①アの払込金額又は同イの金銭の

全額に相当する金額を支払う義務を負うものとする。ただし、その者（当該出資の履行を仮装したものを除

く。）がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでないものとする。 
 

④  募集株式の引受人は、①ア又はイに掲げる場合には、①の支払若しくは給付又は③による支払がされた

後でなければ、出資の履行を仮装した募集株式について、株主の権利を行使することができないものとす

る。 
 

⑤  ④の募集株式を譲り受けた者は、当該募集株式についての株主の権利を行使することができるものとす

る。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでないものとする。 
 
（注）  発起人が設立時発行株式についての出資の履行を仮装した場合、設立時募集株式の引受人が払込金

額の払込みを仮装した場合並びに募集新株予約権の払込金額の払込み（当該払込みに代えてする金

銭以外の財産の給付を含む。）が仮装された場合及び新株予約権の行使に際してする金銭の払込み又

は金銭以外の財産の給付が仮装された場合についても、同様の規律を設けるものとする。 

 
【解説】 

募集株式の発行等の場面では、見せ金や預け合いといった方法で払込みが仮装されることがあります。判例

                                                   
8 会社法制部会第 21 回会議議事録 34 頁[内田修平関係官説明]。 
9 「新株予約権はオプション権であり、他の引受人がその引き受けた募集新株予約権の行使等によって株式の交付を受ける保障はな

いため、議決権割合を算定する際の分母となる①イでは、議決権割合が問題となる引受人自身に係る交付株式のみを計算に入れ、

他の引受人に係る交付株式は計算に入れないこととしております。」（会社法制部会第 21 回会議議事録 34 頁[内田修平関係官説

明]）。 
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はかかる仮装払込みの払込みとしての効力を否定していますが10、この場合の募集株式の発行等の効力につ

いては、法令及び判例上明らかではありませんでした。募集株式の発行等を有効と解した場合には、現行法上、

取締役の引受担保責任が廃止されているため払込義務を負うものがおらず、増資の登記を信じた会社債権者

の期待を害するおそれがあるほか、発行済株式数の増加だけが生じて、株主の確定や希薄化の問題が生じま

す。他方、無効と解した場合にも、増資の登記を信じた会社債権者の期待や株式の取引安全を害するおそれ

があるとされています11。 
本要綱案は、仮装払込みをした引受人に全額の支払義務があることを規定するとともに（上記①）、出資の履

行を仮装することに関与した取締役についても、同様の支払義務が生じることとしています（上記③本文）。 
また、当該仮装払込みをした引受人の株主としての権利は、仮装した払込金額の全額の支払後までは行使

できないこととされるとともに（上記④）、当該募集株式を譲り受けた者は、悪意又は重大な過失がない限り、当

該募集株式についての株主の権利を行使することができるものとされています（上記⑤）。 
 

IV. 新株予約権無償割当てに関する割当通知 
 

【本要綱案】 
株式会社は、第 278 条第 1 項第 3 号の日後遅滞なく、かつ、同項第１号の新株予約権についての第 236 条

第 1 項第 4 号の期間の末日の 2 週間前までに、株主（種類株式発行会社にあっては、第 278 条第 1 項第 4 号

の種類の種類株主）及びその登録株式質権者に対し、当該株主が割当てを受けた新株予約権の内容及び数（第

278 条第 1 項第 2 号に規定する場合にあっては、当該株主が割当てを受けた社債の種類及び各社債の金額の

合計額を含む。）を通知しなければならないものとする。 
 

【解説】 
現行法上、会社が新株予約権無償割当て（会社法第 277 条）を行う場合には、割り当てられる新株予約権の行

使期間の初日の 2 週間前までに、割当てを受けるすべての株主に対して、割当通知（新株予約権の内容及び数

の通知）を行う必要があります（同法第 279 条第 2 項）。このため上場会社が、ライツ・オファリングを実施しようと

する場合には、割当通知後、新株予約権の行使期間の初日までに 2 週間空ける必要があり、かつ、かかる割当

通知の準備には数週間の時間を要するとされるため、ライツ・オファリングの長期化の一因とされていました。 
本要綱案によれば、新株予約権の行使期間の末日の 2 週間前までに、割当通知を行えば足りるということにな

るため、ライツ・オファリングの実施に必要となる期間が短縮されることが見込まれます。 
なお、本要綱案では、特にライツ・オファリングの実行の場合には限定されていません。新株予約権無償割当て

全般に適用があるかについては、今後、法案を確認する必要があると思われます。 
 

V. 今後の見込み 
 

本要綱案は、平成 24 年 9 月 7 日に開催された法制審議会総会において全会一致で原案どおり採択され、直

ちに法務大臣に答申することとされました。今後、法務省において国会への法案提出作業が進められ、遅くとも来

年の通常国会へ提出されることが見込まれます12。上記の改正により、第三者割当て、ライツ・オファリングの実務

にも大きな影響を与えることが想定されますので、今後の法案化、施行のタイミング等については引続き注視して

いく必要があります。 
関係者のみなさまにとって、本要綱案の概要をご理解いただくうえで本稿が一助となれば幸いです。 

 
 

 
最近の法令改正等の状況 

 
 2012 年 8 月 1 日、東京証券取引所より、上記会社法制部会による本要綱案を踏まえ、社外取締役を独立役員とし

て指定していない上場会社を対象に、独立した社外取締役の確保に努めるよう要請がなされています。 
 

 2012 年 9 月 12 日、①「総合的な取引所」の実現に向けた制度整備、②店頭デリバティブ取引等の公正性・透明性

の向上、並びに③適正な不公正取引規制の確保（課徴金制度及びインサイダー取引規制の見直し）を内容とする金

融商品取引法等の一部を改正する法律が公布されました。当該法律の施行時期は、①が公布日から 1 年半以内、

②が公布日から 3 年以内、③が公布日から 1 年以内とされています。 

                                                   
10 判昭和 38・12・6 民集 17 巻 12 号 1633 頁、同平成 3・2・28 刑集 45 巻 2 号 77 頁等。 
11 田中亘「特集会社法制のゆくえ 資金調達と企業統治」ジュリスト 1439 号（2012 年）37 頁及び岩原紳作「『会社法制の見直しに関

する要綱案』の解説〔II〕」旬刊商事法務 1976 号（2012 年)10 頁。 
12 なお、施行のタイミングについて岩原紳作会社法制部会長は、「平成 25 年 4 月や 6 月よりは先になるのではなかろうか」としていま

す（岩原紳作「『会社法制の見直しに関する要綱案』の解説〔I〕」旬刊商事法務 1975 号（2012 年）4 頁）。 



 

 
© 2012 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 7 

CCAAPPIITTAALL  MMAARRKKEETTSS  BBUULLLLEETTIINN  Mori Hamada & Matsumoto 

 
 

セミナー・文献情報 
 
 セミナー『＜クライシスマネジメントセミナー＞【不正リスク】危機発生時の対応と調査実務「不祥事事案の初動対応から問題

終結に向けた法的実務」』 
開催日時 2012 年 10 月 26 日（金） 14:00～17:30 （開場・受付 13:30～） 
講師  鈴木 克昌 
主催  株式会社 JP リサーチ＆コンサルティング（http://www.jp-rc.jp/） 

 
 セミナー『国際ファイナンスの法律知識』（『国際法務基本講座』内） 

開催日時 2012 年 11 月 8 日（木） 15:05～17:00  
講師  鈴木 克昌 
主催  国際商事法務研究所（http://www.ibltokyo.jp/） 

 
 書籍 『詳説ライツ･オファリング』 

出版社  中央経済社 2012 年 9 月刊 
著者  鈴木 克昌、峯岸 健太郎、石井 絵梨子、田井中 克之、宮田 俊、西尾 賢司、石橋 誠之 

 
 

News 
 

 Who's Who Legal - The International Who's Who of Capital Markets Lawyers 2012 - 
にて高い評価を得ました 

Who's Who Legal - The International Who's Who of Capital Markets Lawyers 2012 - に、当事務所

の 石黒 徹 弁護士、佐藤 正謙 弁護士、中村 聡 弁護士、鈴木 克昌 弁護士が選ばれました。 
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ム賞奨励賞『RECOF 奨励賞』を受賞いたしました。 
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