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会社法Ⅱ 期末試験 

 

＊注意： 

・マークシートに記入をする時に解答箇所を間違えないよう、十分注意すること。 

・マークは必ず鉛筆で行うこと。ペンでマークしたものは読取りができない。 

 

Ⅰ．次の問いに答えよ。 

 

〔第１問〕（配点：５点） 

 

株主および株主総会に関連する次のア）からウ）までの各記述のうち、正しいものだけ

をすべて挙げたものは、後記１から６までのうちどれか。なお、ア）イ）ウ）それぞれの

記述は独立しているものとせよ。（解答番号１の解答マーク欄にマークせよ） 

 

ア）取締役会設置会社の株主総会は、株式会社に関する一切の事項について決議をする

ことができる。 

イ）「2017 年株式分布状況調査」によれば、個人株主は、所有者別株主数では 50％に満

たないが、投資部門別株式保有比率では 50％を超える。 

ウ）日本版スチュワードシップ・コードは、機関投資家が守ることが望まれる原則を定

めたものであるが、法律とは異なり、機関投資家が自主的にこれを受け入れること

が期待されるものである。 

 

１．ア  ２．イ  ３．ウ  ４．アイ  ５．イウ  ６．アウ 
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〔第２問〕（配点：５点） 

 

社外取締役に関連する次のア）からウ）までの各記述のうち、正しいものだけをすべて

挙げたものは、後記１から６までのうちどれか。なお、ア）イ）ウ）それぞれの記述は独

立しているものとせよ。（解答番号２の解答マーク欄にマークせよ） 

 

ア）会社法 327 条の 2 によれば、事業年度の末日において監査役会設置会社（公開会社

であり、かつ、大会社であるものに限る）であって有価証券報告書提出義務を負う

ものが、社外取締役を置いていない場合には、取締役は、当該事業年度に関する定

時株主総会において、社外取締役を置くことが相当でない理由を説明しなければな

らない。 

イ）「東証上場会社コーポレート・ガバナンス白書 2017」によれば、東証上場会社のうち

社外取締役を置いていない会社の割合は、2016 年になっても減少しておらず、全体

の 30％を超える。 

ウ）指名委員会等設置会社は社外取締役を少なくとも 2 人選任しなければならないが、

監査等委員会設置会社は社外取締役の選任を義務付けられていない。 

 

１．ア  ２．イ  ３．ウ  ４．アイ  ５．イウ  ６．アウ 

 

 

〔第３問〕（配点：５点） 

 

監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社に関連する次のア）からウ）までの

各記述のうち、正しいものだけをすべて挙げたものは、後記１から６までのうちどれか。

なお、ア）イ）ウ）それぞれの記述は独立しているものとせよ。（解答番号３の解答マーク

欄にマークせよ） 

 

ア）監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社のいずれにおいても、監査役の

設置は禁止されている。 

イ）監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社のいずれにおいても、業務の執

行の権限を有するのは、執行役である。 

ウ）監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締

役以外の取締役の選任について監査等委員会の意見を述べることができる。これに

対して、監査委員会が選定する監査委員は、そのような意見を述べる権限を有しな

い。 

 

１．ア  ２．イ  ３．ウ  ４．アイ  ５．イウ  ６．アウ 
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〔第４問〕（配点：５点） 

 

持分会社に関連する次のア）からウ）までの各記述のうち、正しいものだけをすべて挙

げたものは、後記１から６までのうちどれか。なお、ア）イ）ウ）それぞれの記述は独立

しているものとせよ。（解答番号４の解答マーク欄にマークせよ） 

 

ア）株式会社の出資者の地位は均一な単位に細分化されるが、持分会社の出資者の地位

はそのように細分化されない。 

イ）「平成 29年度分会社標本調査結果」によれば、持分会社のうちで最も数が多いのは、

合同会社である。 

ウ）合同会社の社員はその全部が有限責任社員であるが、合資会社の社員はその全部が

無限責任社員である。 

 

１．ア  ２．イ  ３．ウ  ４．アイ  ５．イウ  ６．アウ 

 

 

〔第５問〕（配点：５点） 

 

発起設立に関連する次のア）からウ）までの各記述のうち、正しいものだけをすべて挙

げたものは、後記１から６までのうちどれか。なお、ア）イ）ウ）それぞれの記述は独立

しているものとせよ。（解答番号５の解答マーク欄にマークせよ） 

 

ア）発起人は、設立時発行株式を 1株以上引き受けなければならない。 

イ）発起人は、その引き受けた設立時発行株式について、その出資に係る金銭の全額を

払い込む必要はなく、出資に係る金銭の 2 分の 1 までは、会社成立後に払い込むこ

とができる。 

ウ）株式会社は、その成立した日から 2 週間以内に、その本店の所在地において、設立

の登記をしなければならない。 

 

１．ア  ２．イ  ３．ウ  ４．アイ  ５．イウ  ６．アウ 
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〔第６問〕（配点：５点） 

 

発起人の権限に関連する次のア）からウ）までの各記述のうち、正しいものだけをすべ

て挙げたものは、後記１から６までのうちどれか。なお、ア）イ）ウ）それぞれの記述は

独立しているものとせよ。（解答番号６の解答マーク欄にマークせよ） 

 

ア）定款の認証手数料は設立費用であり、これについては会社の定款に記載し、検査役

の調査を受けなければ、成立後の会社に効果が帰属しない。 

イ）判例によれば、定款に記載のない財産引受けは会社に対して効力を生じず、これを

会社が一方的に追認しても有効にはならない。 

ウ）判例によれば、財産引受け以外の開業準備行為も、会社の定款に記載し、検査役の

調査を受ければ、成立後の会社に効果が帰属する。 

 

１．ア  ２．イ  ３．ウ  ４．アイ  ５．イウ  ６．アウ 
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Ⅱ．次の文章を読み、問いに答えよ。 

 

株式会社の事業を取得する行為や、株式会社自体を取得する行為を、買収という。買収

について、敵対的買収と友好的買収が区別される。敵対的買収とは、対象会社の（ ア ）

の賛成を得ずに行われる買収をいう。買収の方法には様々なものがあるが、たとえば、合

併・事業譲渡・（Ａ）公開買付けのうち、敵対的買収に用いることができるのは、（ イ ）

のみである。日本で実際に行われる買収のほとんどは、（ ウ ）買収である。敵対的買収

については、対象会社の側がそれを阻止するために（Ｂ）防衛策をとることもある。 

買収者が対象会社の株式のすべての取得を目指す場合、第 1段階として対象会社の株式

について公開買付けを行い、第 2段階として公開買付けに応募しなかった残存株主を（Ｃ）

キャッシュ・アウトすることが多い。 

会社法が定める合併には、新設合併と吸収合併がある。このうち日本で多く用いられる

のは、（ エ ）合併である。吸収合併では、消滅会社から存続会社に（ オ ）権利義務

が承継され、存続会社から消滅会社の株主に対価が交付され、消滅会社は（ カ ）。合併

は株主や会社債権者の利害に大きく影響するため、会社法には（Ｄ）合併の手続について

様々な規定が置かれる。合併については、反対株主に（Ｅ）株式買取請求権が与えられる

ほか、（Ｆ）株主が不当な合併について争う方法がいくつかある。 

合併のほか、（Ｇ）事業譲渡や会社分割が買収の方法として用いられることがある。 

 

 

〔第７問〕（配点：５点） 

 

文中の空欄（ ア ）〜（ ウ ）に当てはまる語句の組み合わせとして最も適切なも

のは、後記１から６までのうちどれか。（解答番号７の解答マーク欄にマークせよ） 

 

１．ア＝株主、イ＝合併、ウ＝友好的 

２．ア＝株主、イ＝公開買付け、ウ＝敵対的 

３．ア＝株主、イ＝合併、ウ＝敵対的 

４．ア＝経営陣、イ＝公開買付け、ウ＝敵対的 

５．ア＝経営陣、イ＝合併、ウ＝友好的 

６．ア＝経営陣、イ＝公開買付け、ウ＝友好的 
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〔第８問〕（配点：５点） 

 

文中の空欄（ エ ）〜（ カ ）に当てはまる語句の組み合わせとして最も適切なも

のは、後記１から６までのうちどれか。（解答番号８の解答マーク欄にマークせよ） 

 

１．エ＝吸収、オ＝すべての、カ＝解散しない 

２．エ＝吸収、オ＝合併契約に記された、カ＝解散しない 

３．エ＝吸収、オ＝すべての、カ＝清算を経ずに解散する 

４．エ＝新設、オ＝合併契約に記された、カ＝清算を経ずに解散する 

５．エ＝新設、オ＝すべての、カ＝清算を経ずに解散する 

６．エ＝新設、オ＝合併契約に記された、カ＝解散しない 

 

 

〔第９問〕（配点：５点） 

 

下線部（Ａ）に関連する次のア）からウ）までの各記述のうち、正しいものだけをすべ

て挙げたものは、後記１から６までのうちどれか。なお、ア）イ）ウ）それぞれの記述は

独立しているものとせよ。また、次の各記述では、「金融商品取引法」には政令等の規定を

含み、金融商品取引法の文言上「株券」「株券等所有割合」とされているものについて、「株

式」「所有割合」という語を用いる。（解答番号９の解答マーク欄にマークせよ） 

 

ア）金融商品取引法によれば、部分的公開買付けにおいて、買付者が全部買付義務を負

わない場合に、応募数が買付予定数を上回ったときには、買付者は、応募の先着順

に買付けを行うことができる。 

イ）金融商品取引法によれば、部分的公開買付けであっても、公開買付後の買付者の所

有割合が 3 分の 2 以上になる場合には、買付者は、応募株式の全部を買い付けなけ

ればならない。 

ウ）金融商品取引法によれば、取引所市場外で上場会社の株式を買い付け、これによっ

て買付者の所有割合が 3 分の 1 を超えることになる場合には、原則として、公開買

付けによらなければならない。 

 

１．ア  ２．イ  ３．ウ  ４．アイ  ５．イウ  ６．アウ 
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〔第１０問〕（配点：５点） 

 

下線部（Ｂ）に関連する次のア）からウ）までの各記述のうち、正しいものだけをすべ

て挙げたものは、後記１から６までのうちどれか。なお、ア）イ）ウ）それぞれの記述は

独立しているものとせよ。（解答番号１０の解答マーク欄にマークせよ） 

 

ア）防衛策の導入・発動が容易に是認されれば、敵対的買収が起こりやすくなるため、

会社支配権市場の規律効果が強まる。 

イ）従来の裁判例では、会社の経営支配権について争いがある中で、既存の株主の持株

比率に重大な影響を及ぼすような新株が発行され、それが第三者に割り当てられる

場合に、当該新株の発行が既存の株主の持株比率を低下させて現経営陣の会社支配

権を維持することを主要な目的としてされたものであるときは、当該新株の発行は

著しく不公正な方法による新株の発行に該当するとされてきた。 

ウ）防衛策として差別的行使条件付新株予約権の無償割当てが行われた著名な事例とし

て、ブルドックソース事件がある。同事件では、そのような無償割当ては株主総会

で承認されており、裁判所は、当該無償割当ての差止めを認めなかった。 

 

１．ア  ２．イ  ３．ウ  ４．アイ  ５．イウ  ６．アウ 

 

 

〔第１１問〕（配点：５点） 

 

下線部（Ｃ）に関連する次のア）からウ）までの各記述のうち、正しいものだけをすべ

て挙げたものは、後記１から６までのうちどれか。なお、ア）イ）ウ）それぞれの記述は

独立しているものとせよ。（解答番号１１の解答マーク欄にマークせよ） 

 

ア）キャッシュ・アウトの手段として特別支配株主による株式等売渡請求を用いる場合

と株式併合を用いる場合のいずれにおいても、株主総会の決議による承認が必要で

ある。 

イ）第 1 段階の公開買付けによって買収者が対象会社の議決権の 90％以上を有すること

になった場合、キャッシュ・アウトの手段として、特別支配株主による株式等売渡

請求を用いることができる。 

ウ）特別支配株主による株式等売渡請求の差止請求に関する会社法の規定では、差止事

由として、株式等売渡請求が法令または定款に違反することが差止事由として定め

られるが、対価が著しく不当であることは差止事由として定められていない。 

 

１．ア  ２．イ  ３．ウ  ４．アイ  ５．イウ  ６．アウ 
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〔第１２問〕（配点：５点） 

 

下線部（Ｄ）に関連する次のア）からウ）までの各記述のうち、正しいものだけをすべ

て挙げたものは、後記１から６までのうちどれか。なお、ア）イ）ウ）それぞれの記述は

独立しているものとせよ。（解答番号１２の解答マーク欄にマークせよ） 

 

ア）会社法の規定上、吸収合併契約に定められる合併対価の種類に制限はなく、合併対

価がすべて金銭であってもよい。 

イ）吸収合併の消滅会社では、原則として株主総会の決議によって吸収合併契約の承認

を受ける必要はないが、存続会社では、原則として株主総会の決議によって吸収合

併契約の承認を受けなければならない。 

ウ）吸収合併の消滅会社が存続会社の特別支配会社である場合には、存続会社では、株

主総会の決議によって吸収合併契約の承認を受ける必要はない。 

 

１．ア  ２．イ  ３．ウ  ４．アイ  ５．イウ  ６．アウ 

 

 

〔第１３問〕（配点：５点） 

 

下線部（Ｅ）に関連する次の文章の空欄（ ア ）および（ イ ）に当てはまる語句

の組み合わせとして最も適切なものは、後記１から６までのうちどれか。（解答番号１３の

解答マーク欄にマークせよ） 

 

反対株主は、会社に対して、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求す

ることができる。この権利を株式買取請求権という。判例によれば、「公正な価格」とは、

（ ア ）場合には、原則として、合併比率が公正なものであったならば当該株式買取

請求がされた日においてその株式が有していると認められる価格をいう。これに対して、

（ イ ）場合には、「公正な価格」とは、合併契約を承認する旨の株主総会の決議がさ

れることがなければその株式が有したであろう価格をいうものとされる。 

 

１．ア＝吸収合併の、イ＝新設合併の 

２．ア＝新設合併の、イ＝吸収合併の 

３．ア＝合併比率が公正な、イ＝合併比率が不公正な 

４．ア＝合併比率が不公正な、イ＝合併比率が公正な 

５．ア＝企業価値の増加が生じる、イ＝企業価値の増加が生じない 

６．ア＝企業価値の増加が生じない、イ＝企業価値の増加が生じる 
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〔第１４問〕（配点：５点） 

 

下線部（Ｆ）に関連する次のア）からウ）までの各記述のうち、正しいものだけをすべ

て挙げたものは、後記１から６までのうちどれか。なお、ア）イ）ウ）それぞれの記述は

独立しているものとせよ。（解答番号１４の解答マーク欄にマークせよ） 

 

ア）通説によれば、合併対価がすべて存続会社の株式である場合に、合併比率が存続会

社株主にとって不公正であったとしても、存続会社株主は、存続会社の役員の任務

懈怠責任（会社法 423条 1項）を追及することはできない。 

イ）合併の無効は、訴えをもってのみ主張することができる。 

ウ）通説によれば、合併比率が不公正であることはそれ自体で合併の無効原因になる。 

 

１．ア  ２．イ  ３．ウ  ４．アイ  ５．イウ  ６．アウ 

 

 

〔第１５問〕（配点：５点） 

 

下線部（Ｇ）に関連する次のア）からウ）までの各記述のうち、正しいものだけをすべ

て挙げたものは、後記１から６までのうちどれか。なお、ア）イ）ウ）それぞれの記述は

独立しているものとせよ。（解答番号１５の解答マーク欄にマークせよ） 

 

ア）判例によれば、会社法 467 条 1 項 1 号および 2 号が定める「事業の全部の譲渡」お

よび「事業の重要な一部の譲渡」とは、一定の営業（事業）目的のため組織化され、

有機的一体として機能する財産（得意先関係等の経済的価値のある事実関係を含む）

の全部または重要な一部を譲渡することをいう。 

イ）吸収分割によって承継会社に債務を承継させるために、当該債務の債権者の個別の

同意を得る必要はない。 

ウ）吸収分割の場合、分割会社の債権者のうち、吸収分割の後で承継会社に対してだけ

債務の履行を請求することができる者は、吸収分割に異議を述べることができない。 

 

１．ア  ２．イ  ３．ウ  ４．アイ  ５．イウ  ６．アウ 
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Ⅲ．次の問いに答えよ。 

 

〔第１６問〕（配点：５点） 

 

会計および計算書類に関連する次のア）からウ）までの各記述のうち、正しいものだけ

をすべて挙げたものは、後記１から６までのうちどれか。なお、ア）イ）ウ）それぞれの

記述は独立しているものとせよ。（解答番号１６の解答マーク欄にマークせよ） 

 

ア）会社法 431条は、「株式会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行

に従うものとする。」と定める。同条の定めによって、特段の事情がないにもかかわ

らずそのような慣行に従わないことは、会社法に違反することになる。 

イ）会社計算規則 5 条 1 項によれば、資産については、原則として事業年度の末日にお

ける時価を付さなければならない。 

ウ）損益計算書とは、会社の財政状態を明らかにするため、一定の時点における資産・

負債・純資産を記載する計算書である。 

 

１．ア  ２．イ  ３．ウ  ４．アイ  ５．イウ  ６．アウ 

 

 

〔第１７問〕（配点：５点） 

 

資本金に関連する次のア）からウ）までの各記述のうち、正しいものだけをすべて挙げ

たものは、後記１から６までのうちどれか。なお、ア）イ）ウ）それぞれの記述は独立し

ているものとせよ。（解答番号１７の解答マーク欄にマークせよ） 

 

ア）株式会社の設立または株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払

込みをした財産の額の少なくとも 2 分の 1 は、資本金として計上しなければならな

い。 

イ）株式会社の設立または株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払

込みをした財産の額のうち資本金として計上しないこととした額は、利益準備金と

して計上しなければならない。 

ウ）株式会社の資本金の額の減少は、原則として、分配可能額の範囲内で行わなければ

ならない。 

 

１．ア  ２．イ  ３．ウ  ４．アイ  ５．イウ  ６．アウ 
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〔第１８問〕（配点：５点） 

 

会計帳簿の閲覧に関連する次の文章の空欄（ ア ）〜（ ウ ）に当てはまる語句の

組み合わせとして最も適切なものは、後記１から６までのうちどれか。（解答番号１８の解

答マーク欄にマークせよ） 

 

判例によれば、会計帳簿の閲覧請求の際には、請求の理由を基礎づける事実が客観的

に存在することについての立証を（ ア ）。会社は、会社法 433条 2項各号に該当する

場合（ イ ）請求を拒絶することができる。同項 3号は、「請求者が当該株式会社の業

務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき」と定め

る。判例は、同号の拒絶事由があるというためには、請求者に会計帳簿等の閲覧謄写に

よって知りうる情報を自己の競業に利用するなどの主観的意図があることを（ ウ ）

とする。 

 

１．ア＝要する、イ＝など重要な理由がある場合に、ウ＝要する 

２．ア＝要する、イ＝に限って、ウ＝要する 

３．ア＝要する、イ＝など重要な理由がある場合に、ウ＝要しない 

４．ア＝要しない、イ＝に限って、ウ＝要しない 

５．ア＝要しない、イ＝など重要な理由がある場合に、ウ＝要しない 

６．ア＝要しない、イ＝に限って、ウ＝要する 

 

 

〔第１９問〕（配点：５点） 

 

剰余金の配当に関連する次のア）からウ）までの各記述のうち、正しいものだけをすべ

て挙げたものは、後記１から６までのうちどれか。なお、ア）イ）ウ）それぞれの記述は

独立しているものとせよ。（解答番号１９の解答マーク欄にマークせよ） 

 

ア）株式会社は、剰余金の配当をしようとするときは、原則として、そのつど、株主総

会の決議によらなければならない。ただし、取締役会設置会社は、1事業年度の途中

において 1 回に限り取締役会の決議によって剰余金の配当をすることができる旨を

定款で定めることができる。 

イ）株式会社は、1事業年度につき 4回を限度として剰余金の配当をすることができる。 

ウ）ある株式会社の純資産額が 200 万円であるとする。会社法の規定により、この株式

会社は、剰余金の配当をすることができない。 

 

１．ア  ２．イ  ３．ウ  ４．アイ  ５．イウ  ６．アウ 
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〔第２０問〕（配点：５点） 

 

分配可能額を超える剰余金の配当が行われた場合について定める会社法 462 条および

463条に関連する次のア）からウ）までの各記述のうち、正しいものだけをすべて挙げたも

のは、後記１から６までのうちどれか。なお、ア）イ）ウ）それぞれの記述は独立してい

るものとせよ。（解答番号２０の解答マーク欄にマークせよ） 

 

ア）分配可能額を超える剰余金の配当を受けた株主は、会社法 462 条 1 項にもとづき、

剰余金の配当をした株式会社に対して、自己が交付を受けた金銭等の帳簿価額に相

当する金銭を支払う義務を負う。ただし、それらの株主は、注意を怠らなかったこ

とを証明したときは、そのような義務を負わない。 

イ）会社法 462 条 1 項にもとづき株式会社に対して金銭支払義務を負う業務執行者に対

して、当該株式会社の債権者は、当該債権者が当該株式会社に対して有する債権額

を限度として、剰余金の配当によって株主に交付された金銭等の帳簿価額に相当す

る金銭を支払わせることができる。 

ウ）会社法 462 条 1 項にもとづき株式会社に対して負う金銭支払義務を履行した業務執

行者は、悪意の株主に対して求償をすることができる。 

 

１．ア  ２．イ  ３．ウ  ４．アイ  ５．イウ  ６．アウ 

 

以上 
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［解答］ 

 

〔第１問〕３ 〔第２問〕１ 〔第３問〕６ 〔第４問〕４ 〔第５問〕１ 

〔第６問〕２ 〔第７問〕６ 〔第８問〕３ 〔第９問〕５ 〔第１０問〕５ 

〔第１１問〕２ 〔第１２問〕６ 〔第１３問〕５ 〔第１４問〕４ 〔第１５問〕４ 

〔第１６問〕１ 〔第１７問〕１ 〔第１８問〕４ 〔第１９問〕６ 〔第２０問〕３  

 


