
〔科目名〕 

 会社法Ⅱ 

〔単位数〕 

2単位 

〔科目区分〕 

 

 

〔担当者〕   

 白石 智則 

〔オフィス・アワー〕 

時間： 

場所： 

〔授業の方法〕 

講義 

〔科目の概要〕  

 

  本講では、春学期の「会社法Ⅰ」の講義とあわせて、「会社法」（平成17年法律第86号）が定める基本的

な法制度（特に株式・資金調達・設立・組織変更）について学びます。 
 

 

 

 

 

 

〔「授業科目群」・他の科目との関連付け〕・〔なぜ、学ぶ必要があるか・学んだことが、何に結びつくか〕 

 

いまの世の中、「会社」を経営したり、「会社」に就職したり、「会社」に投資したり、「会社」から商品を

購入したりと、とにかく私たちは「会社」と関わらずに生きていくことはできません。会社法は、「会社」に

関わるさまざまな関係者間の利害を調整する基本的なルールであり、これからの皆さんの生活とも深く関わ

ります。 
 

 

 

 

 

〔科目の到達目標（最終目標・中間目標）〕 

 

「会社法」の基本構造を理解し、会社法にかかわる様々な法律問題を考えることができる能力を身につけ

てもらいます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔学生の「授業評価」に基づくコメント・改善・工夫〕 

 

  講義のやり方について特に否定的な意見はなかったので、引き続きパワーポイントを利用して講義を行いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

（様式１） （様式１） 



〔教科書〕 

  拙著 『会社法の教科書』 （2021年）〔価格未定〕 

  ただし、流通ルートに乗せていない自費出版の教科書ですので、生協で販売することができません。データを提供す

るなど、何らかの方法により提供したいと思います。 

 

〔指定図書〕 

  な  し 

 

〔参考書〕 

中東正文ほか『会社法 有斐閣ストゥディア』（有斐閣、第2版、2021年） 

江頭憲治郎『株式会社法』（有斐閣、第8版、2021年）  

 田中亘『会社法』（東京大学出版会、第3版、2021年） 

 岩原紳作＝神作裕之＝藤田知敬編『会社法判例百選』（有斐閣、第3版、2016年） 

 そのほかの参考文献については、最初の講義のときに紹介します。 

 

〔前提科目〕 

 な  し 

 

〔学修の課題、評価の方法〕（テスト、レポート等） 

小テストと、授業内試験として行う期末試験により評価します（小テスト（20％）・授業内試験（80％））。 

小テストは、講義を２回行うごとに実施します（全７回）。授業を聞いていれば分かるような、簡単な選

択問題を出題します。Google Formを使用して試験を行いますので、講義後に指定のURLから受験してくださ

い。 

期末試験では、基本的な知識を確認する選択式問題と、論述式問題を出題します（持込不可）。成績評価

の際に出席状況を加味することはありませんが、全講義の３分の２以上出席していない者は失格とします。 

 

 

〔評価の基準及びスケール〕 

 原則として、８０点以上をＡ、７０点以上をＢ、６０点以上をＣ、５０点以上をＤとしますが、平均点し

だいで基準点を調整します。 

 

〔教員としてこの授業に取り組む姿勢と学生への要望〕 

熱意をもって受講してくれることを期待します。 

 

 

〔実務経歴〕 

な  し 

 

 

授業スケジュール 

第1回 テーマ（何を学ぶか）： 総論・機関 

内  容： 総論、株式会社の機関（会社法Ⅰ）の復習 

  

教科書 拙著 『会社法の教科書』 Ⅰ 総論  Ⅱ 株式会社の機関 

第2回 テーマ（何を学ぶか）： 株式 (1) 

内  容： 株式の内容（株式とは、株主の義務・権利、株主平等の原則、株式の内容についての特別の定め）  

        （講義終了後、第１回 小テスト） 

教科書 拙著 『会社法の教科書』 Ⅲ 株式 １．株式の内容 

第3回 テーマ（何を学ぶか）： 株式 (2) 

内  容： 株式の内容（種類株式）、株式の譲渡（株式譲渡自由の原則、譲渡制限株式の譲渡、株券） 

 

教科書 拙著 『会社法の教科書』 Ⅲ 株式 ２．株式の譲渡 (1)〜(3) 



第4回 テーマ（何を学ぶか）： 株式 (3) 

内  容： 株式の譲渡（株式譲渡の方法、株主名簿、名義書換え、振替株式制度） （講義終了後、第2回 小テスト） 

 

教科書 拙著 『会社法の教科書』 Ⅲ 株式 ２．株式の譲渡 (4)〜(7) 

第5回 テーマ（何を学ぶか）： 株式 (4) 

内  容： 自己株式、株式の大きさ（株式の併合、株式の分割、株式の無償割当て、単元株式制度） 

 

教科書 拙著 『会社法の教科書』 Ⅲ 株式 ３.自己株式 ４．株式の大きさ 

第6回 テーマ（何を学ぶか）： 株式会社の資金調達 (1) 

内  容： 株式会社の資金調達（方法、新株発行とは、新株発行の方法・発行手続） （講義終了後、第3回 小テスト） 

 

教科書 拙著 『会社法の教科書』 Ⅳ 株式会社の資金調達 １．資金調達の方法 ２．新株の発行 (1)〜(4) 

第7回 テーマ（何を学ぶか）： 株式会社の資金調達 (2) 

内  容：株式会社の資金調達（新株発行の差止請求、新株発行の無効の訴え、新株予約権） 

 

教科書 拙著 『会社法の教科書』 Ⅳ 株式会社の資金調達 ２．新株の発行 (5)・(6) ３．新株予約権の発行 

第8回 テーマ（何を学ぶか）： 株式会社の資金調達 (3) 

内  容： 株式会社の資金調達（社債） （講義終了後、第4回 小テスト） 

 

教科書 拙著 『会社法の教科書』 Ⅳ 株式会社の資金調達 ４．社債の発行 

第9回 テーマ（何を学ぶか）： 株式会社の計算 (1) 

内  容： 株式会社の計算（会社法会計、会計帳簿、計算書類等） 

 

教科書 拙著 『会社法の教科書』 Ⅴ 株式会社の計算 １．会社法会計 ２．会計帳簿 ３．計算書類等 

第10回 テーマ（何を学ぶか）： 株式会社の計算 (2) 

内  容： 株式会社の計算（資本金と剰余金） （講義終了後、第5回 小テスト） 

 

教科書 拙著 『会社法の教科書』 Ⅴ 株式会社の計算 ４．資本金と剰余金 

第11回 テーマ（何を学ぶか）： 株式会社の設立 (1) 

内  容： 株式会社の設立（設立手続総論、定款の作成） 

 

教科書 拙著 『会社法の教科書』 Ⅵ 株式会社の設立 １．設立の概要 ２．定款の作成 

第12回 テーマ（何を学ぶか）： 株式会社の設立 (2) 

内  容： 株式会社の設立（社員の確定と出資の履行、設立登記、発起人等の責任等） （講義終了後、第6回 小テスト） 

教科書 拙著 『会社法の教科書』 Ⅵ 株式会社の設立 ３．社員の確定と出資の履行 ４．機関の具備  

      ５．設立登記 ６．発起人等の責任と設立無効の訴え 

第13回 テーマ（何を学ぶか）： 組織再編 (1) 

内  容： 組織再編（組織再編の種類、事業譲渡、合併） 

 

教科書 拙著 『会社法の教科書』 Ⅶ 株式会社の組織再編 １．組織再編等の種類 ２．事業譲渡 ３．合併 

第14回 テーマ（何を学ぶか）： 組織再編 (2) 

内  容： 組織再編（会社分割、株式交換・株式移転等、株式会社の解散・清算） （講義終了後、第7回 小テスト） 

教科書 拙著 『会社法の教科書』 Ⅶ 株式会社の組織再編 ４．会社分割 ５．株式交換・株式移転  

６．特別支配株主の株式等売渡請求  Ⅷ 株式会社の解散・清算 

第15回 テーマ（何を学ぶか）： 授業内試験（期末試験）・解説 

内  容： 授業内試験（期末試験）・解説  

教科書 拙著 『会社法の教科書』 Ⅲ 株式 Ⅳ 株式会社の資金調達 Ⅵ 株式会社の計算  

                             Ⅶ 株式会社の組織再編 Ⅷ 株式会社の解散・清算 

試 験 筆記試験（四択問題・論述問題） （第15回の講義中に行います） 

 


