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『C-Book 商法Ⅰ〈会社法〉 第５版』 

お詫びと訂正 
 

以下の箇所に誤りがございました。お詫びして訂正いたします。 
 

2017 年 12 月 28 日現在 

 
頁 場所 誤 正 更新日 

335 上から 24行目 なお、取締役会の承認の有無

にかかわらず、…… 

なお、会社の承認の有無にか

かわらず、…… 

2017.12.27 

352 図表２行目 議決権または発効済株式の

100 分の１ 

議決権又は発行済株式の100

分の１以上 

2017.12.27 

384 下から 24行目 は、定款で、監査の権限を会

計監査権限に限定すること

ができる（389Ⅰ）。 

は、定款で、監査の範囲を会

計監査権限に限定すること

ができる（389Ⅰ）。 

2017.12.27 

390 上から 9行目 と認めるときは、前記イと同

様に…… 

と認めるときは、前記アと同

様に…… 

2017.12.27 

416 上から 6行目 ……監査等委員会では、監査

等委員１人ひとりで 

……監査等委員会設置会社で

は、監査等委員１人ひとりで 

2017.12.27 

437 図表中、下から

6行目 

不公正な価格で株式を受け

た者の責任（212Ⅰ①） 

不公正な払込金額で株式を引

き受けた者の責任（212Ⅰ①） 

2017.12.27 

444 上から 19行目 ⑥ 必要な現物出資の検査

を欠く場合（207） 

⑥ 必要な現物出資の調査

を欠く場合（207） 

2017.12.27 

499 One Point(下段)

下から5行目 

価格の総額が当該減 価額の総額が当該減 2017.12.27 

500 Pick Up中の図表、

1行目・4列目 

監査役に対する責任追及 監査役等に対する責任追及 2017.12.27 

500 Pick Up中の図表、

4行目・4列目 

損害賠償請求（429Ⅰ、Ⅱ①）損害賠償請求（429Ⅰ、Ⅱ②

～④） 

2017.12.27 

539 上から 25～26

行目 

……株式買取請求の対象と

なる株式の（種類）株主に対

し、…… 

……新株予約権買取請求の

対象となる新株予約権の新

株予約権者に対し、…… 

2017.12.27 

539 上から 28行目 株式買取請求をする株主は、

…… 

新株予約権買取請求をする

新株予約権者は、…… 

2017.12.27 
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539 上から 29行目 までの間に、その請求に係る

株式の…… 

までの間に、その請求に係る

新株予約権の…… 

2017.12.27 

565 上から 21行目 分割会社は、分割契約の定め

るところに従い、承継会社の

株主、社債権者、 

分割会社は、分割契約・分割

計画の定めるところに従い、

承継会社・新設会社の株主、

社債権者、 

2017.12.27 

567 下から 7行目 ……資産の帳簿価格の合計

額が…… 

……資産の帳簿価額の合計

額が…… 

2017.12.27 

567 下から 5行目 これを下回る価格を定め得

る…… 

これを下回る割合を定め得

る…… 

2017.12.27 

573 上から 4行目 完全親会社が公開会社であ

ること。 

株式交換完全親株式会社が

公開会社であること。 

2017.12.27 

578 下から 23行目 か否の判断が不明確となり、

…… 

か否かの判断が不明確とな

り、…… 

2017.12.27 

579 上から 4行目 しては、譲渡資産の帳簿価格

については…… 

しては、譲渡資産の帳簿価額

については…… 

2017.12.27 

579 上から 10行目 譲渡資産の帳簿価格が…… 譲渡資産の帳簿価額が…… 2017.12.27 

582 上から 20行目 事業譲渡の通知・公告も必要

である…… 

事業譲渡等の通知・公告も必

要である…… 

2017.12.27 

613 Pick Up 中、図表

8行目・３列目 

と有限社員双方必要 と有限責任社員双方必要 2017.12.27 

280 下から4～5行目 ……会社が破産手続開始の

決定を受けること（民 653）

も退任事由となる。…… 

……（削除）も退任事由とな

る。…… 

2017.09.13 

50 上から 7行目 ② 現物出資等の厳格な検

査（33、207、284） 

② 現物出資等の厳格な調

査（33、207、284） 

2017.01.13 

80 上から 9行目 →会社の設立により、…… →会社の成立により、…… 2017.01.13 
96 図表、6行目・

1列目 

現物出資等の価格の証明等

をした弁護士等 

現物出資等の価額の証明等

をした弁護士等 

2017.01.13 

100 下から 14行目 がって、51 条も会社設立後

の…… 

がって、51 条も会社成立後

の…… 

2017.01.13 

116 下から 14行目 ②の株主による議題提出

権・議案要領通知請求権は、

…… 

②の株主による議題提案

権・議案要領通知請求権は、

…… 

2017.01.13 
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155 下から 14行目 会社が株式発行を遅滞して

いる場合、…… 

会社が株券発行を遅滞して

いる場合、…… 

2017.01.13 

170 図表中 株式買受人 株式買取人 2017.01.13 
170 図表中 指定買受人 指定買取人 2017.01.13 
177 考え方のすじ道、

上から4行目 

からといって、株式の割当て

を受ける権利も随伴すると

解すべきではない 

からといって、株式の割当て

を受ける権利も随伴すると

解すべきではないから、譲受

人は譲渡人に対して不当利

得返還請求できない 

2017.01.13 

177 考え方のすじ道、

上から7行目 

ものであり、妥当でないか

ら、不当利得返還請求は認め

られない 

ものであり、妥当でない 2017.01.13 

177 考え方のすじ道、

下から3行目 

譲受人は、割当てを受ける権

利の価格相当額、すなわち…

… 

譲受人は、割当てを受ける権

利の価額相当額、すなわち…

… 

2017.01.13 

178 上から 31行目 Ｂ 株式の割当てを受ける

権利の価格相当額の請求を

認める見解（前田、江頭他）

Ｂ 株式の割当てを受ける

権利の価額相当額の請求を

認める見解（前田、江頭他） 

2017.01.13 

236 欄外 One Point

（上段）、上から

6行目 

譲渡制限を受けてい 譲渡承認を受けてい 2017.01.13 

287 図表、10行目、

1列目 

譲渡制限株式の譲渡の承

認・指定買受人の決定（139

Ⅰ、140Ⅴ） 

譲渡制限株式の譲渡の承

認・指定買取人の決定（139

Ⅰ、140Ⅴ） 

2017.01.13 

289 図表、2行目、

2列目 

： 

： 

・監査役（383Ⅲ） 

： 

： 

・監査役（383Ⅲ） 

・監査等委員会の選定する監

査等委員（399 の 14） 

・指名委員会等の選定する委

員（417Ⅰ） 

・執行役（417Ⅱ） 

2017.01.13 

298 下から 4行目 ……後任者が就職するまで、

な 

……後任者が就任するまで、

な 

2017.01.13 
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316 上から 22行目 ……監査役・監査委員による

差止請求が認めら 

……監査役・監査等委員・監

査委員による差止請求が認

めら 

2017.01.13 

337 下から 11行目 ③社外取締役、会計参与、社

外監査役、会計監査人…… 

③取締役（業務執行取締役等

を除く）、会計参与、監査役、

会計監査人…… 

2017.01.13 

352 上から 29行目 当該子会社の帳簿価額が…

… 

当該子会社の株式の帳簿価

額が…… 

2017.01.13 

352 上から 30行目 ……当該子会社の帳簿 ……当該子会社の株式の帳

簿 

2017.01.13 

354 上から 3行目 ……847 の３第 10 項に定め

る 

……847 条の３第 10 項に定

める 

2017.01.13 

354 図表、4行目、

2列目 

重要性基準（子会社の帳簿価

額 

重要性基準（子会社の株式の

帳簿価額 

2017.01.13 

355 上から 1行目 分の３以上の議決権を有す

る株主、及び発行済株式の…

… 

分の３以上の議決権を有す

る株主、又は発行済株式の…

… 

2017.01.13 

359 上から 16行目 ……429条１の責任を法定責

任と解した 

……429条１項の責任を法定

責任と解した 

2017.01.13 

377 図表、6行目、

3列目 

⑥ 後見人開始の審判を受

けたこと（330・民 

⑥ 後見開始の審判を受け

たこと（330・民 

2017.01.13 

415 下から 22行目 ……もっとも、監査等委員

は、 

……もっとも、監査等委員会

は、 

2017.01.13 

434 図表、4行目、

3列目 

発行事項の内容として定め

られる 

募集事項の内容として定め

られる 

2017.01.13 

451 下から 13行目 ② 著しく不公正な価格に

よる発行等 

② 著しく不公正な払込金

額による発行等 

2017.01.13 

454 下から 10～11

行目 

また、全部取得条項付株式を

発行する会社においては、株

主総会の特別決議によって

その全部取得条項付株式を

取得し、…… 

また、全部取得条項付種類株

式を発行する会社において

は、株主総会の特別決議によ

ってその全部取得条項付種

類株式を取得し、…… 

2017.01.13 

464 上から 23行目 通常の募集株式の発行の場

合と同じように、…… 

通常の募集株式の発行等の

場合と同じように、…… 

2017.01.13 
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464 下から 5行目 新株予約権の行使に際して

行う金銭の払込み等を仮装

した取締役・執行役の責 

新株予約権の行使に際して

行う金銭の払込み等を仮装

した場合の取締役・執行役の

責 

2017.01.13 

466 上から 1行目 ③ 会社が譲渡を承認しな

い場合の買受請求あるいは

指定買取人の指定請求 

③ 会社が譲渡を承認しな

い場合の買取請求あるいは

指定買取人の指定請求 

2017.01.13 

487 下から 20行目 ……資本金の減少（447）が

な 

……資本金の額の減少（447）

がな 

2017.01.13 

491 上から 3行目 て、利益準備金を積み立てた

残余の利益財源として積み

立てる積立金のことを 

て、利益準備金を積み立てた

残余の利益を財源として積

み立てる積立金のことを 

2017.01.13 

493 下から 16行目 て、利益配当、中間配当、資

本及び準備金の減少にとも

なう払戻し、自己株式 

て、利益配当、中間配当、資

本金及び準備金の減少にと

もなう払戻し、自己株式 

2017.01.13 

497 図表、右側、 

上から 1行目 

①自己株式の帳簿価格 ①自己株式の帳簿価額 2017.01.13 

535 図表（下段）、1

行目、7列目 

株式移転契約（773Ⅰ） 株式移転計画（773Ⅰ） 2017.01.13 

554 下から 15行目 も、株式割当てによる新株発

行が実施された場合には、…

… 

も、株主割当てによる新株発

行が実施された場合には、…

… 

2017.01.13 

569 下から 1行目 事会社が相互に特別の資本

関係がある独立した会社同

士かどうかを区別し、 

事会社が相互に特別の資本

関係がない独立した会社同

士かどうかを区別し、 

2017.01.13 

33 下から 2 行目 ……名板貸人の取引の相手方 ……名板借人の取引の相手方 2016.12. 6 

89 上から 23行目 られず、検査役の検査が不要

なとき（33Ⅹ）のみ追認が認

められる。 

られず、検査役の調査が不要

なとき（33Ⅹ）のみ追認が認

められる。 

2016.12. 6 

124 上から 4行目 ……種類株主総会を必要と

する事項の決定 

……種類株主総会の決議が

あることを必要とする事項

の決定 

2016.12. 6 

177 下から 13行目 の時価と払込価格の差額を、

…… 

の時価と払込価額の差額を、

…… 

2016.12. 6 
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234 上から 20行目 ……自己又は第三者に議決

権の代理権 

……自己又は第三者に議決

権の代理 

2016.12. 6 

307 下から 3行目 ……実際に取締役会により

代表取締役として選任され

ていなければ、 

……実際に取締役会により

代表取締役として選定され

ていなければ、 

2016.12. 6 

335 上から 6行目 

【第 1刷のみ】

い限り、他の役所員の職務遂

行を信頼することが許され

ると解されて 

い限り、他の役職員の職務遂

行を信頼することが許され

ると解されて 

2016.12. 6 

335 上から 20行目 

【第 1 刷では上

から 17 行目】 

……取締役会の承認 ……会社の承認 2016.12. 6 

33 上から 19行目 ② 名板貸が商号使用を許

諾すること（帰責事由） 

② 名板貸会社が商号使用を

許諾すること（帰責事由） 

2016.10.26 

45 欄外 One Point

６行目 

出資の価格（576 出資の価額（576 2016.10.26 

49 上から８行目 払込み価格の２分の１は…

… 

払込み又は給付に係る財産

の価額の２分の１は…… 

2016.10.26 

49 上から 12行目 払込み又は給付された財産

の価格の全部又は 

払込み又は給付された財産

の価額の全部又は 

2016.10.26 

51 欄外 One Point

４行目 

財産の価格または 財産の価額又は 2016.10.26 

92 欄外結論 

６行目 

起人の第三者との契約に 起人と第三者との契約に 2016.10.26 

189 上から１行目 反対株主の株主買取請求権

…… 

反対株主の株式買取請求権

…… 

2016.10.26 

194 欄外制度趣旨 

３行目 

の確保するために単元 を確保するために単元 2016.10.26 

211 上から８行目 会計監査人あり（必須） 会計監査人（必須） 2016.10.26 

239 上から 34行目 法務省令（規 72）で定める

ことにより議事録を 

法務省令（規 72）で定める

ところにより、議事録を 

2016.10.26 

256 上から 25行目 当該社員から臨時社員総会

の延期があったにもかかわ

らず、…… 

当該社員から臨時社員総会

の延期の申出があったにも

かかわらず、…… 

2016.10.26 
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288 上から 30行目 当該請求をなした執行役は、

取締役会の招集を請求する

ことができる（同Ⅱ）。 

当該請求をなした執行役は、

取締役会を招集することが

できる（同Ⅱ）。 

2016.10.26 

310 下から 

３～４行目 

代表取締役に選任された取

締役が、その選任決議に基

づき代表取締役の職務を行

った場合は、選任決議が無

効であっても、…… 

代表取締役に選定された取

締役が、その選定決議に基

づき代表取締役の職務を行

った場合は、選定決議が無

効であっても、…… 

2016.10.26 

339 上から４行目 もっとも、その後に前述⑴

の株主総会主導の…… 

もっとも、その後に前述⒜

の株主総会主導の…… 

2016.10.26 

345 下から 14行目 定款・募集事項に定められ

た価格に…… 

定款・募集事項に定められ

た価額に…… 

2016.10.26 

349 下から５行目 をもって意義を述べなかっ

た場合には、…… 

をもって異議を述べなかっ

た場合には、…… 

2016.10.26 

439 上から 19行目 なお、当該公開会社は、上

記イにおける①の通知・公

告（206 の２Ⅰ 

なお、当該公開会社は、上

記アにおける①の通知・公

告（206 の２Ⅰ 

2016.10.26 

450 下から５行目 なぜなら、株主が差止請求

を行使する時間的余裕がな

いことに加え、 

なぜなら、株主が差止請求

権を行使する時間的余裕が

ないことに加え、 

2016.10.26 

452 上から 27行目 出資財産の価格に相当する

金銭…… 

出資財産の価額に相当する

金銭…… 

2016.10.26 

464 上から４行目 新株予約権の譲渡にはこの

新株予約権証書の交 

新株予約権の譲渡にはこの

新株予約権証券の交 

2016.10.26 

466 下から 14行目 そこで、会社法は、取得条

項付新株予約権の取得や…

… 

そこで、株式会社は、取得

条項付新株予約権の取得や

…… 

2016.10.26 

474 上から９～10

行目 

……によるが、社債管理者

の利害に重大な…… 

……によるが、社債権者の

利害に重大な…… 

2016.10.26 

537 上から４行目 消滅会社に対して交付 消滅会社の株主に対して交

付 

2016.10.26 

542 下から 10行目 設立株式会社は新設合併消

滅会社の…… 

設立会社は新設合併消滅会

社の…… 

2016.10.26 
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547 図表【各種訴え

のまとめ】、列

［提訴権者］、

行［合併無効の

訴え］４行目 

社員等であった者存続・設

立会社の…… 

社員等であった者、存続・

設立会社の…… 

2016.10.26 

566 下から８行目 次のイ～ハの要件をみたす

場合においては、…… 

次のア～ウの要件をみたす

場合においては、…… 

2016.10.26 

572 下から 17行目 以下の⑴～⑷の要件をみた

す場合においては、…… 

以下の⑴～⑶の要件をみた

す場合においては、…… 

2016.10.26 

575 下から２行目 完全親会社が株式交換契約

新株予約権として…… 

完全親株式会社が株式交換

契約新株予約権として…… 

2016.10.26 

600 上から 13行目 定款に定められた出資の価

格について責任を負う 

定款に定められた出資の価

額について責任を負う 

2016.10.26 

494 下から 4行目 後記イ～ハがすべてみたさ

れている場合には…… 

後記ア～ウがすべてみたさ

れている場合には…… 

2016.09.09 

439 上から 20行目 Ⅱ）を行わなければならな

い点において、上記ロの適

用除外とは異な 

Ⅱ）を行わなければならな

い点において、上記イの適

用除外とは異な 

2015.12.27 

140 下から 10行目 以上のような制度によっ

て、①の不都合は解消され

る。 

以上のような制度によっ

て、⒜の不都合は解消され

る。 

2015.02.17 

140 下から８行目 ②の不都合も解消される。 ⒝の不都合も解消される。 2015.02.17 

140 下から６行目 先の③の不都合も解消され

る。 

先の⒞の不都合も解消され

る。 

2015.02.17 

 


