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授業の目標（Course Objectives） 

本講義では、わが国の会社法、とりわけ株式会社法の概要、及びその実務における運用等について、理解を深めることを目標と

する。 

 

The purposes of this course are to (1) help students deepen their understanding of Japan's Companies Act and, in particular, 

(2) to provide an overview of the Stock Corporation Act along with its application in business practice. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義は、会社法、とりわけ株式会社法のうち、株式、機関、設立、計算を対象とする。わが国経済の変動、そしてグローバル化

は、会社法関連の領域にも大きな影響を与えてきた。そもそも企業組織をめぐる法的規律について、どのようなシステムがわが

国に適合的であるかを考えるにあたっては、現に事業を展開している株式会社の実態をいかに認識するか、あるいはこれに対す

る法的規律を支える理論をいかに構築するか等、様々な観点からの検討が必要である。 

本講義では、株式会社をめぐる関係者の利害得失をしっかりと見極められる目を養ってもらうことを目的として、以上の多面的な

検討を授業内で行っていきたいと考えている。 

 

This course aims to cover the Companies Act, particularly the Stock Company Act (especially on Equity, Corporate 

Governance, Dividends and Distributions, and Formation Procedures). Japanese economic fluctuations and globalization have 

also exerted a significant impact on areas related to the Companies Act. When thinking about what types of systems are 

compatible with Japan's legal frameworks for corporate organizations, first, they must be evaluated from various perspectives, 

for instance: "How do you recognize the present situation of corporations that are currently developing businesses?" "How do 

you construct theories that support the corresponding legal frameworks?" This course focuses on multifaceted examination of 

the issues described above to develop students' ability to  discern accurately gains and losses of relevant persons with 

respect to corporations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 会社法総論 

2. 株式会社法総論 

3. 株式①  

4. 株式② 

5. 株式③  

6. 株式④ 

7. 株式会社の機関①：株主総会① 

8. 株式会社の機関②：株主総会② 

9. 株式会社の機関③：株主総会③ 

10. 株式会社の機関④：取締役・取締役会① 

11. 株式会社の機関⑤：取締役・取締役会② 

12. 株式会社の機関⑥：取締役・取締役会③ 

13. 株式会社の機関⑦：取締役・取締役会④ 

14. 株式会社の機関⑧：取締役・取締役会⑤ 

15. 株式会社の機関⑨：監査・監督機関① 

16. 株式会社の機関⑩：監査・監督機関② 

17. 株式会社の機関⑪：委員会型機関① 

18. 株式会社の機関⑫：委員会型機関② 

19. 株式会社の会計①：計算書類① 

20. 株式会社の会計②：計算書類② 

21. 株式会社の会計③：分配① 

22. 株式会社の会計④：分配② 

23. 株式会社の設立手続① 



24. 株式会社の設立手続② 

25. 株式会社の設立手続③ 

26. 種類株式 

27. 持分会社① 

28. 持分会社② 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

レジュメだけでなく、自ら教科書等を読み、理解を深めることが必要となる。また、経済ニュースも適宜取り上げる予定なので、新

聞等を読むようにしてほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(90%)/質問等(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 伊藤靖史ほか、2021、『会社法〔第 5 版〕』、有斐閣 (ISBN:9784641179462) 

2. 髙橋美加ほか、2020、『会社法〔第 3 版〕』、弘文堂 (ISBN:9784335358395) 

3. 岩原紳作ほか、2021、『会社法判例百選〔第 4 版〕』、有斐閣 (ISBN:9784641115545) 

1 と 2 については、書店で内容を確認し、分かりやすいと思ったほうを選べばよい。 

 

参考文献（Readings） 

授業初回に紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

最新版の六法を準備すること。 

 

注意事項（Notice） 

 


