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配当制限規定における倒産予防機能

六

配当制隈規定は︑﹁会社が倒産するより以前の段階で

立法化した場合︑解決されねぱならない間魑点がいくつ

比較法的研究により得ることのできたその新しい基準を

−資本に関する三原則の再検討1

秀

陥を明らかにし︑それらの欠陥を少しでも克服できる基

会社の危機をとらえて配当による財産の流出を防止し︑

かある︒それ等の間魑点のうち株式会社法の本質的構造

準を立法論的に提言することをねらいとする︒しかし︑

さらには危機に備えて一定の財産を確保させておくこと

にかかわるものもある︒本稿は︑それ等の問題点に対す

＾1︺

一四九

吉原和志﹁財務比率による配当規制の有効性−実証的

を目的とする﹂現行配当制隈規定の︑根拠として︑資本維

四員︒

二

明治三二年商法第一九五条第一項は︑﹁会社ハ損失ヲ

日本法に対する批判的吟味

研究の試み﹂企業会計三八巻一〇号︵一九八六︶

︵1︶

る一般的解決方法の提示も試みるものである︒

はじめに

原
持の原則が採用されている︒しかし︑この資本維持の原
則は有効な倒産予防機能を有しているのであろうか︒例
えぱ︑支払能カが乏しいために利益が存在するのにもか
かわらず倒産するという事態︵いわゆる黒字倒産︶は︑

資本維持の原則のもとでは全く考慮され得ない︒本稿は︑

倒産開始手続原因のうち最も基本的なものである被産に

対して資本維持の原則が有効な予防手段となり得ない欠
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填補シ且前条第一項二定メタル準備金ヲ控除シタル後二

資本金計上額・法定準備金の内容・資産評価・資産の貸

う質本維持の原則が存在する︒旧商法から現行法まで︑

社が一定額以上の純資産を保有しなけれぱならないとい

度として︑配当を許すものであり︑その根拠として︑会

立てることを要する利益準備金の額を控除した残額を隈

これは︑純資産額から資本金・法定準備金・当期に積み

にもとづいて作成される財務諸表によるならば︑償務超

つがある︒現行株式会社法の採用している原価主義会計

二六条第一項︶と償務超過︵第二一七条第一項︶との二

破産法によれぱ︑法人の破産原因には︑支払不能︵第一

因から︑配当制限規定の倒産予防機能を検討する︒現行

本稿においては︑﹁倒産手続開始原因のうち最も基本
＾6︶
的なもので他の諸手続の開始原因となっている﹂破産原

＾三
能を有するかどうかに関して︑反省が加えられている︒

借対照表能カ・引当金の計上基準等に関しては改正され

非サレハ利益ノ配当ヲ為スコトヲ得スLと規定していた︒

たものの︑この資本維持の原則は一貫して採用されてき

︑
︑
ることは困難である︒事前に会社の債務超過危機を正確

過に陥らぬように︑﹁会社が倒産するより以前の段階で
＾ア︺
会社の危機をとらえて配当による財産の流出を防止﹂す

経営成績が悪化したとしても︑直ちに倒産に陥らぬため

ぎないと言われている︒この資本維持の原則は︑会社の

隈が追加されたほかは︑旧法の解釈を明瞭に﹂したにす

﹁新しく認めた開発費等の繰延資産がある場合の配当制

産に陥りやすい状態にしてしまうので︑許容されるべき

ることは︑未実現利益の社外流出を招来し︑かえって被

る︒その際︑時価主義会計に基いて配当制隈規定を設け

にとらえるためには︑非常貸借対照表に基づく必要があ

＾2︺

た︒現行の配当制限規定は︑昭和三七年改正により︑

のクヅシ冒ンとして一定額以上の純資本の保有を義務づ

ではない︒償務超過を破産原因とすることには立法論と
＾8︺
して間題があると指摘されているものの︑現行被産法上

＾3︺

＾5
けたものである︒．

当制限規定の根拠として伝統的に採用されてきた︒しか

有するように検討される必要がある︒現行会社法が採用

においても配当制隈規定が償務超過に陥る予防的機能を

一つの破産原因として規定されている以上︑株式会社法

し︑近時︑この資本維持の原則が実効性ある倒産予防機

このように︑倒産予防手段として資本維持の原則は配

、
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している原価主義会計に基けぱ︑資本維持の原則も一応

的な財務状態︵資本綴の大きさと負償額の大きさとの相

ただ︑破産という状況下においては︑特殊化された工

な予防的機能を有しているのであろうか︒この擬間に対

一方︑資本維持の原則は︑支払不能破産に対して有効

対的関係︶によって左右されるという欠陥がある︒

場・機械設備等の処分価額が原価に比べて著しく低くな

しては︑以下四つの理由から︑否定的な答えを出さざる

有効な債務超過に陥る予防的機能を有すると考えられる︒

るということが︑また︑土地の処分価額が原価を上回っ

を得ない︒第一に︑資本維持の原則は決算日という一時

間題にする︵以下︑支払不能の動態的な要素と呼ぷ︶︒

ているということが︑予想されるので︑原価主義会計に

原価主義会計のもとで考察する場合に生じる不可避的な

第二に︑支払不能とは換価価値ある財産のみならず︑信

点における財産状態のみを問題にするのに対して︵以下︑

問魑である︒それに対して︑資本額の大きさ・負債額の

用．労カ．技能といった主観的な要素をも考慮しなけれ

基いている現行の資本維持の原則を根拠とする配当制隈

大きさ・両者の比率のいかんによって︑償務超過に対し

ぱならないのに対して︑資本維持の原則は数量化できる

資本維持の原則の静態的な要素と呼ぶ︶︑支払不能は決

て提供できるクヅシ目ンの大きさが異なってくるという

もののみを間題にする︒第三に︑資本維持の原則は資本

規定が債務超過破産に対する完全無欠な予防的手段にな

原価主義会計のもとでも考慮し︑克服できる欠陥が存在

に見合う純資産の保有にのみ着目しており︑純資産額と

算日と決算日の間の各債務の弁済期における弁済能カを

する︒すなわち︑資本額が小さくそれに比べ負債額が非

負償額とのバランスを間趨にすることができない︒特に

り得ると︑考えることはできない︒これは︑債務超過を

常に大きい場合には︑債務趨過に対して僅かなクヅシヨ
ンしか提供できないが︑資本額が大きく負債額が小さい

る場合は︑健全な財務状態と認めることはできないと思

われる︒それにもかかわらず︑純資産額が資本維持の原

負債額が純資産額の何倍あるいは何十倍にも達してい

資本維持の原則が債務超過に対する予防的な意味で提供

則の要求する一定値以上であれぱ︑資本維持の原則は︑

場合には︑大きなクッシ目ンを提供できる︒このように︑

することのできるクヅシ目ンの大きさは︑具体的・個別
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則が長期的な意味における財務状態︵いわゆる長期支払

純資産額の比率がさらに低下する︶であろう社外流出

さらに財務状態を悪化させる︵つまり︑負償額に対する

（118）

本維持の原則に対する解釈論を展開するだけでは不可能

であり︑立法論にまで踏み込まざるを得ない︒
九二頁︒

上田明信

﹁改正会社法と計算規則﹂

﹁企業会計法の新たな方向を求めてω﹂

企

商事法務研究会

︵2︶松本熱治会社法︵中央犬学講義録︶ 犬正六年 二
︵3︶

一六員︒
︵4︶

田中先生還暦記念

二＝三三頁︒

倒産処理法

七三員︒

一四九四頁︒

三〇頁︑斎藤常三郎

七六頁︑渡辺綱吉

講義

五三五−五三六頁︑伊藤邦雄．

﹁企業会計法の基本問題﹂

論文集・商法の基本問題

矢沢惇

吉原和志

る︒第四に︑通常債務の支払は現金及ぴ容易に現金に換

業会計三八巻九号︵一九八六︶

昭和三九年

えることのできる流動資産による︒このような流動資産

︵5︶

前掲注ωの論文

岸田雅雄・吉原和志 前掲注ωのシンポジウム︒
吉原和志

谷口安平

前掲注㈹の文献

昭和五七年

谷口安平

昭和五一年
︵7︶

︵6︶

頁︒

比較破産法論

ニァ会社法を中心として

昭和一五年

まずヨーロヅバを概観する︒一九七六年に

八三

EC加盟

若干の比較法的研究−一九七七年カルフォル

二五九頁︑斎藤常三郎

破産法和議法︹新法挙金築 民事訴訟w︺ 昭和二一年

被産法︵斎藤秀夫編︶

︵8︶

有している場合︶︑支払不能に陥ってしまうことがあり

︵いわゆる︑黒字倒産︶を考慮することができない︒以
上の四つの理由から︑資本維持の原則が支払不能に陥る
予防的手段として有効であるとは言い切れないと考える︒

このように︑配当制隈規定が倒産予防機能を有すると
いうことが構想されている︒しかし︑現行配当制眼規定
の根拠となっている資本維持の原則は︑債務超過破産．
支払不能破産に対する有効な予防的手段とはなり得ない︒

この問題を解決するためには︑現行法が採用している資

三

かかわらず支払能カが乏しいために倒産するという事態

得る︒また︑資本維持の原則は︑利益が存在するのにも

ても︵例えぱ︑容易に現金化できない固定資産ぱかり保

ど保有しないと︑会杜がいくら多くの資産を保有してい

能カ︶を︑考慮するという視点を欠いていることに起因す

︵配当︶を許容してしまう︒このことは︑資本維持の原

負菩4号

第97巻
一橋論叢
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則を採用することになる︒しかし︑資本維持の原則は日

は︑EC加盟国の各法の配当制隈規定は︑費本維持の原

加盟国は︑このディレクティブに従い︑国内法の配当制
＾聖
隈規定について所要の改正をする必要がある︒結果的に

た︒この規定は︑資本維持の原則の現われである︒EC

合には︑またはそのような配当により小さくなるであろ
＾9︶
う場合には︑株主に対する配当をなしえない﹂と規定し

ない準備金︵冨器ミ窃︶との合計額よりも小さくなる場

資産が引受済資本額と法律または定款により配当され得

て︑直近の財務年度末日における会社の年度決算書の純

﹁引受済資本︵彗茅昌旨＆畠甘g−︶の滅少の場合を除い

択された︒第ニディレクティブ第一五条第一項第㈲号は︑

国の会社法を調整するために︑第ニディレクティブが採

ですべての利益を留保しなけれぱならないという制限は

えるものではない︒会社が資本の欠損を埋め合わせるま

レクティブと同様︑日本法にドラスティヅクな示唆を与

の配当制限規定により近いものである︶︑EC第ニディ

配当を禁ずる点で第二の類型よりも厳格であり︑日本法

ェーシ目ンであり︵第三の類型の方が払込剰余金からの

第二・第三の類型は︑資本維持の原則またはそれのバリ

間利益からの配当を許容する第四の類型の四つである︒

は禁じられる︶︑資本に欠損が存する場合にも特定の期

型と異なり︑払込剰余金︵零巨−巨彗︷一易︶からの配当

当を許容しない第三の類型︵この類型の場合︑第二の類

二の類型︑利益剰余金︵墨昌＆竃﹃せ竃︶以外からの配

額が法定資本を超えている場合にのみ配当を許容する第

＾11︶

本法の配当制隈規定の根拠でもある以上︑日本法に対し

不当に厳しく且独断的であるとの理由で︑第四の類型は
＾皇
正当化さ牟てきた︒しかし︑配当制眼規定の倒産予防機

能からすれぱ︑過度にゆるやかであると批判されてもい

てはドラスティヅクな示唆を与えるものではない︒

米国ではどうか︒米国における会杜法は州ごとに異

たしかたない︒また︑第一の類型は︑もし一畠o−く昌ξ

られるならぱ︑正確に測定するためには非常貸借対照表

＾皿︶

なる︒そのため︑種々の配当制限規定が存する︒一般

が破産法上の意味︵日本法でいう﹁償務超過﹂︶で用い

一畠O−く昌ξの状態下にあるか︑または配当の結果一畠O−−

に基いた配当制隈規定に帰着せざるを得ない︒しかし︑

＾12︶

的には︑次のように︑四つの類型に分類される︒会社が

く昌︷に陥るような配当を禁ずる第一の類型︑純資産
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1

第97巻 第4号（120）
一橋論叢

しかし︑同法の配当制眼規定は支払不能に陥ることに対

ている議論と完全に同一線上で考えるわけにはいかない︒

してかなりの実効性ある予防的機能を有していると考え

第二節においてすでに述べたように︑未実現利益の杜外
流出を防止するためには︑第一の類型は原価主義会計に

られるので︑本稿においては同法の配当制限規定を検討

基いた資本維持の原則に依拠せざるを得なくなる︒それ
に対して︑もし−畠o−く彗2が衡平法上の意味︵日本法
する︒

一九七七年カルフォルニア会社法においては︑株主へ

でいう﹁支払不能﹂︶で用いられるならぱ︑形式的・には

の分配︵まω巨げ隻g︶を規定している第五章の分配制

当該配当制限規定は支払不能に対する予防的機能を有す

限規定が最も革命的なものといわれている︒すなわち︑

＾些

ることになるが︑単に形式的なものに終り︑実質的には

転することを意味する︒配当︵畠く巨彗ρ︶によるか︑ま

﹁分配とは対個なしに会社が現金または財産を株主へ移

＾〃一

何ら数量的に客観化された支払不能予防基準は提供して
ックな示唆を提供するような配当制隈規定は︑従来は存

いない︒それゆえ︑米国においても日本法にドラスティ

このような米国における状況のもとで︑支払不能に対

または償遺すること︵子会社によるそのような移転．取

また︑分配とは︑現金または財産で白社株を取得したり

8︷o墨戌昌︶を除外した他の方法によるかを問わない︒

たは︑自社株による配当︵2く己竃ρぎ夢胃窪o︷亭①

してかなりの実効性ある予防的機能を有している配当制

得または償還を合む︶をも意味する﹂と規定されている︒

在しなかったといえ よ う ︒

限規定が登場した︒一九七七年カルフォルニァ会社法の

る倒産予防機能を持たせるべきであるという議論の中で︑

ω轟︶・株式償還︵㎝g冨H＆Φ目官−o冨︶を指し︑それぞ

︵肩毛竃耳昌くδo邑︶・自社株取得︵争胃oH毫膏g麸−

つまり︑分配とは現金配当︵o鶉庁gくao邑︶・財産配当

＾正︺

配当制限規定である︒同法は︑配当制眼規定に実効性あ

る有意義な保護を確立するという目的のために︑そして︑

生まれたわけではない︒同法は︑﹁償権者と株主に対す

れみな全く同様に第五〇〇条以下の分配制眼規定に服す
＾19︶

るo

＾蝸︶

に﹂という趣旨で出現した︒そのため︑本稿で取り上げ

配当支払と自社株購入に対する制限を合理化するため

562

以下︑その概要を顧みる︒

〇条︶︒その結果︑大きな損失を被った後に利益を得始

○弍昌ω昌官畠︶を使用することができた︵旧法第一九一

めていた会社の取締役会は︑払込剰余金と減資剰余金の

㈲第五〇〇条㈲ 留保利益基準︵力Φ置目＆向雪昌巨oq㎝

ま5

ることにより︑その利益剰余金における欠損を排除する

一方または双方の貸方残高を利益剰余金の貸方に転記す

れた分配額に等しいならぱ︑株主に分配してもよいと︑

ことができた︒そして︑取締役会がタイミングよくこの

少なくとも留保利益︵篶邑量︷Φ胃邑温ω︶が︑提案さ

規定する︒

新法によって諸概念は大きな変化を遂げた︒すなわち︑

ついては表示資本へ残りについては払込剰余金へと︑い

へ︑また︑無額面株式に関しては取締役が決定した分に

込剰余金へ組み入れるという会計処理は不要となり︑払

払込価額のうちある部分を表示資本へ︑残りの部分を払

墨昌巨oqω︶という二大区分を採用することにより︑株式

ような会計処理を行えぱ︑将来のすべての利益を欠損填
＾加︺
補に充当することなく︑利益配当に回すことができた︒

うふうに別々の勘定に貸方記帳された︵旧法第一九〇〇

込価額は全額とも資本金︵s官邑ωざ2︶へ組み入れら

旧法においては︑株式の払込金額について︑額面価額分

条︶︒そして︑旧法下においては︑一つの分配財源とし

れることとなった︒そして︑欠損が生じた場合︑資本金

それに対して︑新法は︑表示資本・各種の剰余金を廃

て︑配当額・損失・他の費用を控除した後に残る会社設

勘定は影響を受けるべきではなく︑留保利益勘定におい

については表示資本︵ω夢↓＆s甘邑︶へ︑額面価額を

立以来または資本変更の時以来の累積純利益であるとこ

て欠損︵凹ρ島o津まま①8＄ぎ邑雷昌一轟叩碧o昌鼻︶︑

止し︑質本金︵o凹官邑眈ドo鼻︶と留保利益︵冨試ま＆

ろの利益剰余金︵撃昌＆竃︷一嘉︶があった︵旧法第一

つまりは同勘定において借方残高が設けられるべきであ

超える払込価額については払込剰余金︵喀亭巨ω胃Eε︶

五〇〇条㈹︶︒しかるに︑取締役会は過去の損失から由

ると解されている︒また︑留保利益とは︑資本の申込

＾20︶

来する利益剰余金における借方残高を排除するためには︑

︵彗冨昌号庄冒︶または払込︵電︸目雷け︶以外の取引によ

︵22︶

資本取引に由来する払込剰余金及ぴ減資剰余金︵H＆苧
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配当制限規定における倒産予防機能
（121）

第97巻 第4号（122）
一橋論叢

り︑帳簿上反映された純価値であり︑会社の設立以来時
＾23︶

間的制約なしに累積したものである︒

新法第五〇〇条㈲の留保利益基準は︑旧法第一五〇〇

○条ωの基準を採用することができる︒第五〇〇条ωの

もとでは︑ω流動性基準と㈹量的支払能カ基準とを︑同
時に満たす必要がある︒

ω流動性基準

泰︶
この基準は︑分配直後に流動資産が少なくともその流

条㈲の利益剰余金基準よりも満たすのが難しくなった︒

というのは︑旧法のもとでのように会社は欠損を排除す

率に関するテストである︒起草委員の一人であるマーシ

ュ︵︸胃o5峯彗争㌻・︶は︑﹁債権者は総賀産に対する

動負債に等しくなることを︑要求する︒これは︑流動比

＾26︶

るために剰余金勘定間で残高を調整するということが︑
2︶
新法のもとでは不可能となったからである︵従来の米国

総負債の比率よりもむしろ会社の流動比率に︑より多く

の諸配当制限規定を四つに分類する方法に従えぱ︑旧法
の利益剰余基準は第二類型に相当し︑新法の留保利益基

の興味を持っている︒−・⁝固定資産・市場性のない資産

は現実的には負債支払のためにすぐに償権者は利用する

準は第三類型に相当することになろう︶︒

新法の第五〇〇条㈲は︑諸概念を簡明に整理した点で

ことができない﹂と︑同基準立法化の趣旨を記している︒

＾η︶

︵表示資本・剰余金概念の廃止・資本金と留保利益の二

この基準の基本的視点は︑短期支払能カの維持といえよ
︑つ

一蝉

大区分︶︑日本法へも犬きな示唆を与えるであろうが︑

量的支払能カ基準

㈹

留保利益基準の基本的視点は資本維持の原則である点で

一二一五倍に等しいことを︑要求する︒この基準におい

この基準は︑分配直後に資産総額が少なくとも負債の

第五〇〇条㈹流動性基準︵巨︷曇身皇黒︶と量

日本法に対してはドラスティックな示唆を与えることは

ω

できないと考える︒

のれん︵o貝oa−皇一−︶・資産として計上された研究開発

ては︑資産とは有形資産︵汁彗oq童①窃器誌︶のみを指し︑

新法のもとでは︑留保利益が十分でないために第五〇

費・繰延費用︵宗涼昌＆o岩昌眈塞︶を含めない︒これ

的支払能カ基準︵o量■ま顯弍きωo写冒o︸宗津︶

〇条ωのもとで分配できない場合には選択的に︑第五〇

564

︵Ω①目①﹃巴−＜＞oo①勺箒α＞ooo自目饒目oq勺ユ■o号−g︶に基いて

計算されたとしても︑配当規制における利益は金面的に

制における利益の計算には支払能力維持という視点が盛

ないと︑考えたのではなかろうか︒そして︑特に配当規

一般に承認された会計原則に依拠して計算される必要は

これ等の項目は会社償権者にとって全く価値がないから

けれぱならない義務を表わしているのではなく︑⁝⁝一

拠は︑﹁それ等の項目は︑会社が現実に誰かに支払わな

基準を選択した場合︑負償の印に算入されない︒その根

照表上の負償側に記される繰延収益と繰延税金とは︑同

配慮している︒すなわち︑この基準のもとでは︑貸借対

また︑新法は資産だけでなく︑負償に対しても同様に

まうならぱ︑貸借対照表上の資産総額は分配額だけ減少

ことができ︑かつそれ等の項目の梱当額が分配されてし

等の項目が配当可能利益の財源となる資産に組み入れる

て支払われ︑それだけ支払能カは減少する︒もし︑これ

しての換価価値ある資産︵例えぱ︑現金︶は社外に対し

用を貸借対照表へ資産計上する隼度においては︑対価と

何故ならぱ︑一方では︑のれん・研究開発費・繰延費

り込まれているのではなかろうか︒

会計年度における会社の収益を正確に反映する目的での

するように表示される︒しかし︑のれん・研究開発費・

するという考え方に立脚したのではなかろうか︒すなわ

る利益概念と配当規制における利益概念とを明確に区別

ればよいのであろうか︒恩うに︑新法は開示規制におけ

または負債の中に算入しないことを︑どのように解釈す

配当可能利益算定段階において︑これ等の項目を資産

ということになろう︒他方︑繰延税金・繰延収益は負償

能利益になり得る資産の中に組み入れない方が望ましい

ける利益を計算するにあたってはこれ等の項目を分配可

る︒それ故︑支払能カ維持の観点からは︑配当規制にお

示されるよりも実際上換価価値ある資産は大きく減少す

繰延資産は換価価値がないので︑貸借対照表において表

＾30︶

み記入される﹂ということである︒

である︒

＾29︺

う期待を表わしているにすぎず︑また︑会社満算の場合

本質的には将来において利益が実現されるであろうとい

を正確に反映する目的でのみ貸借対照表上に記載され︑

等を基準から除外したのは︑これ等の項目は収益の流れ

●

ち︑開示規制における利益は一般に承認された会計原則
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配当制限規定における倒産予防機能
（ユ23）

第4号（124）

第97巻
一橘論叢

ある資産の流出を伴うことがないので︑会社の支払能カ

は法的償務ではなく将来において弁済のために換価価値

項目として計上され得るとしても︑繰延税金・繰延収益

ている︒

したので︑この量的支払能カ基準は原価主義会計に基い

全面的に一般に承認された会計原則に依拠するよう規定

いて・特別の会計処理が要求される以外は︑会計処理は

このように︑量的支払能カ基準は支払能カ維持︑特に
＾趾︶
長期支払能カ維持を基本的視点としている︒

を低下させることはない︒それゆえ︑支払能力維持の観
点からは︑配当規制における利益を計算するにあたって︑

これ等の項目を負債の中に組み入れる必要はないことに

金を除く︶比率を一定値︵一・二五︶以上に維持するこ

究開発費・繰延費用を除く︶総負償︵繰延収益・繰延税

配慮している︒すなわち︑分配後の総資産︵のれん・研

新法は︑さらに別の角度からも支払能カ維持に対して

会社を支払不能に陥らせないための︑直接的な規定のし

れは︑会社の財務状態が好ましくない場合に分配により︑

この配当制隈規定は︑他の配当制限規定に優先する︒こ

たはさせるおそれがある場合には︑当該分配を禁ずる︒

第五〇一条は︑分配後︑会社を支払不能にさせるかま

公正支払能カ基準︵目ρ邑︷ωo−＜昌︷崇g︶

とを要求する︒この量的支払能カ基準と重畳的に適用さ

方といえよう︒ただ︑財務諸表において動態的な要素・

㈹

れる流動性基準が分配後の流動比率を少くとも一以上に

なる︒

維持することを要求する関係上︑究極的にはこの量的支

るのは実際上非常に困難である︒この公正支払能カ基準

信用等の主観的な要素を合む支払能カを正確に反映させ

は全く数量的に客観化された基準を有していない点で︑

払能カ基準は固定資産額が固定負償額を上回るというこ

とを要求していることになろう︒さすれぱ︑これは長期

㈲

日本法は多くの示唆を得ることはできないと考える︒

なろう︒本来ならぱ︑長期支払能カを測定するという観

同法配当制限規定も︑若千の残された問題点を有する︒

支払能カを維持しようという視点の現われということに

点からは︑固定資産の清算価格総額と固定負償総額との

一九七八年アメリカ合衆国連邦被産法は︑第三〇三条ω

一九七七年法の有する若干の問題点

関係を問うべきである︒しかし︑新法は第一一四条にお

566

ωにおいて︑﹁債務者が弁済期にある債務を一般的に支

払っていない﹂場含︑つまりは日本法でいう支払停止
︵支払不能のヴァリ ェ ー シ 目 ン ︶ を 被 産 原 因 と し た ︒

さすれぱ︑ある会社が第五〇〇条㈹を選択せずに第五
〇〇条㈲を選択した場合︑第二節において述べたような

資本維持の原則の支払不能に対する予防的機能の実効性
が再び問題として浮び上ってこよう︒

EC会社法の形成と展開

自昌ONP老9■蟹︑仰︵曽﹂1−Oミ︶

森本滋

四〇頁︒

商事法務研究会

︵9︶O肇o邑−昌冒巴o︷旨o里8電竃Oo昌冒自目ま男く9．

︵10︶

昭和五九年

︵ーユ︶ 西ドイツでは︑一九六五年株式法において︑年次決算

薔の作成に関する規定︵第一四八条乃至第一五九条︶に基
いて作成されかつ確定された年次決算薔上の貸借対照表利
益︵里旨昌oq耐色目目︶に関してのみ︑株主総会は処分権隈を

六条第一項︶とを控除し︑繰越利益︵第三四六条第一項︶

を加算して︑分配可能利益︵幕篶饒8皇閉まσ；巨o︶が算

ているが︑貸借対照表に変換すれぱ純資産額から資本金と

出される︒このような計算方式は︑損益計算書を前提とし

法定準備金を控除した額のみが分配可能利益となり︑資本

イツ・フランスでは第ニディレクティブ以前から配当制限

維持の原則が貫かれていることになる︒このように︑西ド

かる︒

規定の根拠として資本維持の原則を採用していたことがわ

これに対して︑イギリスにおいては︑第ニディレクティ

ブの影響を受けて︑従来の判例法︵肉o乞里匡o冨一ω彗一・g

年会社法の配当制隈規定が登場した︒その中心をなす第四

峯巴oμ﹇Hooo︒巴MOFSP︶が廃止され︑代って一九八○

〇条第一項は︑﹁⁝公開会社は以下の場合にのみ分配をな

分配不能積立金との合計額以下ではない場合に︑かつ︑ω

すことができる︒㈲会社の純資産総額が講求済株式資本と

分配の結果︑純資産総額がその合計額以下に減少しない場

採用した︒

合に︑また︑しない限度で﹂と鋭定し︑賀本維持の原則を

れは緒局︑純資産額から資本金と法定準備金を控除した残

有していると規定していた︵第五八条︑第一七四条︶︒こ

自勺O﹁−

︵12︶ 国彗q峯−団巴−竃庄篶俸Ω8おoω−匡−−亘

︑︐o目

OoH勺o﹃胆竈o目蜆．︑＝wくーo旦

冒くδ雪ま︑．一＞8o冒ま自o日射婁−oヌ＜o−Ho︵ω︷訂ヨσo﹃

︑︒OOH勺OH顯↓血 O里勺岸里− 里目ρ 見o叩冊H︸oまO目蜆

額を最高限度として配当を認めようとするものであり︑資
本維持の原則を根拠としている︒また︑一九六六年フラン

63︶一勺勺−〜竃1N31

ス会社法第⁝四六条第一項において︑当期の純利益︵一︺Φ︑

︵13︶

4く．︸串目纈匡自9

■go蜆篶F︶から当期純利益の仏の法定準備金︵み器﹃さ

国o目H︸

一紺巴o︶積立額︵第三四五条第一項︶と繰越損失︵第三四
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配当制限規定における倒産予防機能
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（126）

第4号
第97巻
一橋論叢

雷昌q老．︸竺彗饒量一−巨o−

o︸−o閏晒〇一〇葭＝串o膏ブ葭自里自OOO冒一勺里自︸

︵14︶

−o卓9勺．舳oo◎．

なお︑株式配当は︑この第一ニハ条の分配から除外さ

れた︒その根拠として︑﹁会社の迫加的株式の分配は会社

︵19︶

の現金または財産の移転ではなく︑単に存在する所有権を

多数の紙に分割するだけ﹂であるという点があげられてい

﹁アメリ

一橋犬学研究年報

同法に関する目本語文献として︑伊藤邦雄

カ株式会社会計制度の史的構造H﹂

る︒匡顯﹃O−O曽串冨す−﹃ 崇呂里易巨︑切O巴罵OH目サOO﹃宅oH葭庄o昌

︵15︶

商学研究23 二二六頁以下︑同 ﹁資本維持の原則と配当

串o目H︸峯．ω葭二凹目庄昌ρO串−岸o﹃目⁝里OoHooH顯弍o目■匝ミ㎜

勺自巨−旨呂一吻ε・㎞一

■顯き＜O−1 蜆81oP一■里幸俸田易−目窃9−20︑匡胃8膏

︵20︶

可能財源の計算嘗﹂ 産業経理四一巻五号 七〇頁︑同﹁新
﹁キ

炭畠8﹄Oく葭自OまO戸

六〇頁︑並木俊守

カリフォルニァ会社法の計算規定−株式会社会計はどう変
わるか−﹂企業会計三三巻一一号

一︺く葭昌︷峯−団葭＝葭目庄冨俸Ω轟罫昌Fω冨昌轟阜；．

0H﹃o茸−ト

月

H−o自邑唖〇一＞o斥o﹃H目閏冒﹄﹃．俸﹄厘目o血宍．ω甘0H﹃oけけHH−

g勺．旨賢淳や岩ミ

↓巨昌窒ρ＞艮昌目芭昌旨 涛﹄寧旨8界望o目o箒月

流動資産とは︑正常営業循環過程︵亭o昌﹃昌巴o電−

彗勺量目o雷HN一算や昌aI

︵24︶

彗弓量自goHメ津やε8．

︵23︶ H旨o昌顯蜆O ＞o−︷0H自一里目﹄﹃．涛﹄印目①㎜宍．ω

昌勺量自goH

︵22︶ ↓巨冒豊ρ＞昆曾昌竃旨．脚盲冒鶉界ω富弓9

蜆毛量目08ミ一算勺甲H8一−HOSl

︵21︶

津やHg9

O．＞oぎ﹃昌彗津盲昌鶉宍−ω註胃鼻貝蜆■︑轟目9o貝

■畠＞奏−畠一︑彗ぎH一宅a一くo−．ガ吻富﹀Hぎ旨與眈

ャリフォルニャ会社法の配当規制﹂企業会計三〇巻四号
二五六頁︑

a

護機能について﹂名古星大学法政論集九二号

︵一九七八年︶五二五頁︑山本忠弘 ﹁資本の会社債権者保

法挙協会雑誌一〇二巻

﹁会社の責任財産の維持と債権者の利益保護ω

ーより実効的な規制への展望−﹂

吉原和志
三号 一〇二頁︑参照︒

︵16︶ 射︷oスo︷旨oま器目巨︸ωo−ooヰOo昌昌葦8旨旨血

や鼻

向婁邑昌o︷まoOo︷OH黒6畠OO旦9U8o目σ雪H二ξ少

︵〃︶ 次に述ぺる第五〇〇条が同法の核心といわれている︒
H︸9目葭眈〇一＞o岸o﹃昌害一﹄H一俸﹄葭−自耐叩−︵ω一0HH0叶朴H戸︑︑O雫

巨o昌迂．閉乞o事＞勺窄898冒くδo■象軍■ρ肉轟8自邑−

か︑売却されるか︑消費されると合理的に予想される現金

轟ま混2o−ooH亭oげ畠−目鶉眈︶の閥に現金で実現される

︵％︶

他の資産または財源である︵︸彗︷峯・b固＝彗9篶一〇豊−

H8p

庄O目餉O︷閉−串Ho㎜．︑−dO■＞■顯婁射oく尉ミくo−一Nω︵−℃Nα︶−勺．

竃宅冨自o訂ミ一津やH8〜．

︵18︶畠o目塞O−ぎ冨昌竃﹈・−俸盲旨︒蜆声ω奪冨零月
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前掲注⑮の論文︵一橋犬学研究年報 商挙

伊藤邦雄

一く．団o昌里目庄自o

回彗o5峯彗讐旨 蜆ξ量目oまHP算閉ご・ψ．

﹈四〇目﹃︸

︵30︶

σ︸

︵31︶

■凹ミ唖

︷OH目−葭OO﹃妃OH葭匡o目

日本法における新たなる転回

研究23︶を参照︒

四

ことが認められている︒このような見稜収入︵冒o首g＆

う︒理念的には︑配当制限規定に支払能力維持の視点を

まず支払不能破産原因から配当制隈規定を考えてみよ

篶8甘藏︶を流動資産に含めることを特に認めたのは︑長

る予防的機能を持たせることができると考えられる︒

配当制隈規定において数量的に客観化するかということ

その際間趣となるのは︑いかに支払能カ維持の視点を

である︒本稿における比較法的研究からは︑支払不能に

前掲注⑮の論文︵一橋大学研究年報

蜆ξ轟目o冨5一娑吻ご・P

ことはできないが︑純資産と総負債の関係を間題視する

かった︒しかし︑この第一または第二の点を乗り超える

労カ・技能︶を考慮できない第二の点の両者または一方
．を乗り越えることのできる基準を見い出すことはできな

ない第一の点と支払不能の有する主観的な要素︵信用・

た︶のうち︑支払不能の有する動態的な要素を考慮でき

できなかった四つの点︵第二節においてすでに指摘し

対する予防的手段たる資本維持の原則が克服することが

できなくなることを防止するためである︵Hぎ冒鶉ρ

00条ω︶︒

伊藤邦雄

︵η︶ 雪胃o罵旨胃蜆−一旨二彗肩芭昌盲Hp黒吻ごも−

︵28︶

研究23︶を参照︒

商学

は︑蹄・という加重された流動比率が要求されている︵第五
1

利益の平均がその間の支払利息の平均を下回るような会社

︵26︶ 過去二営業年度の所得税及ぴ支払利息を控除する前の

鼻勺o．昌aIHos︶︒

＞Oぎ・昌冒盲陣盲昌鶉−︷．ω庁O胃9月m毛墨昌8三

第五〇〇条ωの基準を満たすことができないことから配当

社・公益事業会社がよい財務状態であるにもかかわらず︑

により︑流動負償が流動資産を超えている不助産賃貸会

期負債の流動部分・短期借入・その他の流動負債等の存在

導入することにより︑より実効的な支払不能破産に対す

きると取締役会が誠実に決定した純額を流動資産に合める

て︑一二ヶ月以内に顧客から受領されると合理的に期待で

た会計原則︵第一一四条を受けて︶の収益認識基準に反し

ところが︑この流動性基準のもとでは︑一般に承認され

soo少く0Fピ一舎・8﹇企﹈1﹇a︶︒

Ω﹃き串昌■1撃昌＝素一阜艘−＆二■o岨＞目σq色鶉一勺胃ぎ﹃一

■

︵29︶ ＝彗o巨峯胃争旨
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一橘論叢第97巻第卑号（128）

を上回る総資産額とのバランスを考慮していないことに

額以上の純資産の保有のみを問題にしており︑総負償額

きない第四の点をある程度は乗り越えることのできる基

社法が配当規制のために採用した長期支払能カの一指標

起因する︒それに対して︑一九七七年カルフォルニア会

ことができない第三の点と流動性を間題視することがで

るが︑資本維持の原則が実効性ある支払不能に対する予

準を見い出すことができた︒それは静態的な基準ではあ

たる資産対負債比率はまさに総負債額を上回る資産額と

の原則に比べて支払不能破産に対する予防的手段として

防手段たり得なかった欠点を少しでも改善することので

それぞれ資本維持の原則が乗り越えることのできない第

はより実効性を有すると考えられる︒逆に︑総負債額が

総負債額とのバランスを間題にしているのである︒それ

三・第四の点を克服することができる︒

法定資本額と近似している︑支たは︑法定資本額以下の

きる方法である︒すなわち︑一九七七年カルフォルニァ

まず︑長期支払能力の一指標たる資産対負債比率をみ

場合には︑償務超過破産に対しては資本維持の原則か︑

故︑資産対負債比率は︑資本維持の原則が乗り越えるこ

る︒一定額以上に純質産を維持することのみを目的とす

それとも資産対負債比率のいずれがより有効な予防的手

とのできない第三の点を克服することができ︑資本維持

る資本維持の原則は︑純資産額と負償額との比率がバラ

段足りうるのか︒結論だけをいえぱ︑より安定的に一定

比率と短期支払能力の一指標たる流動性比率の二つは︑

ンスしている財務状態下においては︑ある程度は︵流動

割合の予防的クッシ目ンを提供できるという点で︑長期

会杜法の提供した長期支払能カの一指標たる資産対負債

性は考慮できないという意味︶支払不能に対する防御壁

支払能カの一指標たる資産対負債比率の方がよりすぐれ

︑

として有効に機能し得るにしても︑負債額が純資産額の

ていると思われる・︵重複を避けるため︑論証は次々段落

次に︑通常一年以内に支払われねぱならない支払手

︑

何倍にもあるいは何十倍にも達する場合には︑この原則

参照のこと︶︒

支払不能破産予防のための実効的な緩衝器として役立ち

形・買掛金・短期借入金・未払金などの流動負債に対す

︑

・に従って資本に見合った純資産を維持したところで︑

得るかどうか疑わしい︒それは︑資本維持の原則は一定

朋o

題を全く考慮することができないのに対して︑流動比率

いにしろ︑資本維持の原則が短期支払能カ維持という間

短期支払能カを測定するための唯一全面的な基準ではな

それ故︑流動性比率が有用と考えられる︒流動性比率は

る短期支払能カは︑流動資産の保有高により左右される︒

目ンを提供することができない︒逆に︑負債額が小さく

て犬きい場合には︑債務超過に対して余り十分なクヅシ

きないので︑資本額が小さくそれに比べて負債額が極め

の原則は︑負債額と資本額の比率を間題にすることがで

対的関係等︶によって異なってくる︒しかし︑資本維持

ぱ︑資本額の大きさ・負債額の大きささらには両者の相

＾㏄︶

はまさに真正面からこの間題を取り上げることができ︑

有すると考えられる︒そしてさらに︑償務超過被産に対

原則に比べ︑支払不能破産に対して有効な予防的機能を

ることのできた資産対負債比率は前述の如く資本維持の

みよう︒一九七七年カルフォルニァ会社法から示唆を得

次に︑債務超過被産原因からも配当制限規定を考えて

回るべきかを問題にすることができるものであるから︑

に対して︑資産対負債比率は︑資産が負債をどの程度上

対的関係︶によって左右されるという欠陥がある︒それ

的な財務状態︵資本額の犬きさと負償額の大きさとの相

することのできるクヅションの大きさは︑具体的・個別

資本維持の原則が償務超過に対する予防的な意味で提供

資本額が大きい場合には︑債務超過に対して︑非常に大

しても︑完全無欠ではないが︑かなり有効な予防的機能

債務超過に対して常に一定割合のクヅシ目ンを提供する

資本維持の原則が乗り越えることのできない第四の点を

を有すると考えられる︒支払不能破産を考慮せずに︑債

ことができる︒それゆえ︑長期支払能カの一指標たる資

きなクヅションを提供することができる︒このように︑

務超過破産という視点からのみ考察すれば︑原価主義会

克服することができるのである︒

計の範囲内においては︑資本維持の原則か︑それとも資

産対負債比率の方が資本維持の原則よりも具体的な個々
︑
の財務状態に左右されずに︑償務趨過に対してもより安
︑

産対負債比率のいずれが償務超過破産に対してより有効

定的に一定割合の予防的クッシ冒ンを提供することがで

︑

な予防的手段となりうるかを︑決っすることは難しい︒

きる︒ただ︑資産対負償比率が債務超過に対して有効な

︑

資産対負償比率の定め方や個々の具体的財務状態︵例え
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（130）
第4号
第9ア巻
一橋論叢

手段となるためには︑比率をいくらに設定するというこ

以上のように︑問題は残るが︑さしあたり資本維持の

また︑たとえ債務超過破産とともに支払不能破産を同

ち︑資本維持の原則を採用しながら︑配当可能利益を算

むという方法を提案すれば︑次のようになろう︒すなわ

原則を採用しながら同時に支払能カ維持の視点を織り込

時に考慮したとしても︑資産対負債比率の方が資本維持

定する段階においては︑一九七七年カルフォルニァ会社

とが重要となってこよう︒

の原則よりも︑この両破産原因に対してより有効な予防

法が示すように︑資産総額から換価価値のない資産の計

継続企業の支払能カが維持されている︑また将来もさ

旨oOo−Oo﹃勺oH里匡o冒

定の場合には継続的に重要な賀産を生み出すとの理論に基

号の公表前には︑研究開発活動に伴い生じた費用はある特

︵33︶ アメリカにおいては︑一九七五年のFASB報告第二

篶器■臼峯︸鶉畠o︒︒︒一︵盲々H℃お︶．︶︒

＞g−＞冒o邑昌昌芽ざ皇墨昌邑市o㎝まo畠一室Hま宙冨㌣

宗oo目OoH勺oH凹註■閏ミ9o︸閏自o日o頸−自

ロー分析が必要となってこよう︵＞尉亀O鼻900昌昌宇

助姓比率の分析よりも︑営業予測に基いたキャッシュ・フ

れ得るであろうと合理的に結論づけるためには︑単なる流

︵32︶

並存させる方法等が考えられる︒

＾鎚︶

特に窓意性が入り込む余地の多い資産・負債の額を控除
気︶
する方法︑あるいは︑資本維持の原則と流動性基準とを

上額を控除する︵同時に負償総額から法的償務でないも
轟︶
のの計上額を控除するということも考えられる︶方法︑

的手段となることができる︒その上︑一九七七年カルフ
ォルニァ会社法のように︑換価個値のない資産・法的償

務でない負債を︑資産対負債比率の資産項目または負債
項目から除外すれぱ︑支払不能破産・債務超過被産に対
してさらに実効的な予防手段となり得る︒

このように︑一九七七年カルフォルニァ会社法の採用
した資産対負償比率・流動性比率にもとづく配当制限規
定は︑資本維持の原則を根拠とする配当制隈規定に比べ

て︑支払不能破産・債務超過被産に対してより実効的な
予防手段となり得る︒

ただ︑一九七七年カルフォルニァ会杜法が示すように︑

流動比率を一に︑また︑費産対負債比率を一・二五にす
ることに︑妥当性・合理性があるかどうかは︑吟味され
ねぱなるまい︵例えぱ︑業種︑ことに異なった比率を設定
する必要があるのか︶︒

572

（131）配当制隈規定における倒産予防機能

もしれない期間を決定するのが困難であるとの理由により︑

は︑将来の便益の大きさとそのような便益が実現されるか

いて︑貸借対照表に繰延計上されていたが︑同報告公表後

可能利益算定の際には実現損失として処理されるぺきであ

外毛ある︶当該開発費を分配可能利益には含めずに︑分配

たとえ開発費が繰延経理されたとしても︑原則的には︵例

へ

発生年度において全額費用化されるようになった︒

室が発表した﹁大小︵公開非公開︶会社区分立法及ぴ合併

日本においても︑昭和五九年五月に法務省民事局参事官

ると規定する︒

イギリスにおいては︑一九八一年会社法第一スケジ呂ー

ル第三パヲグラフωにおいて︑開業準備費︵唱賢巨畠︷

外されることが提案されている︒支払った﹁金額の効果が

って計上された繰延資産を配当可能利益の算定基準から除

の準傭金等に関する包括規定注書において︑包括条項によ

冨mo﹃ま一︺昌巨篶餉︶・研究費︵8餉富o︷富窒彗争︶の資産

次期以降に継続する場合には︑その残存する効果を見積っ

に関する問趣点﹂の中の﹁七︑計算公開に関する問題点13﹂

計上を認めない︒また︑同法同スケジュール第二〇パラグ

て︑これを資産：：：として次期以降に繰り越すことによっ

料︵異喝篶黎o︷竃ρ8昌曽一窒一昌昌彗︸冨篶o︷眈ぎ−

ラフωは︑特別の事憎下においてのみ資産計上されてよい

婁寝畠霧︶・株式または社債の発行の際の費用または手数

と規定する︒この特別の事情とは︑SSAP︵標準会計憤

としても︑支払能カ維持の視点から配当規制の局面におい

上に計上することは開示規制局面においては容認され得る

昭和五

行︶第ニニステートメントにある五つの条件を満たす事情

九年二〇一頁︶という目的を有する繰延資産を貸借対照表

て期間損益計算を正確にする﹂︵堀口亘

籔自o官■印ミ岨自φ勺冨oユo9■o目qo目一〇邑自冨︸巨︺豪娑山自oq一

ては法務省提案は是認され得ると考えられる︒

会杜法

であると解されている︵印o9罧老旨9F0胃冨目庁＞o8昌目−

な要件を満たす場合にしか開発費の繰延が認められない根

例えぱ︑昭和五八年二月二四日東京地裁判決の事件に

を受けることを憂慮したため︑粉飾決算を行った︒粉飾の

映した決算書類を作成すると︑会社の信用が失墜し︑打撃

おいては︑会社の累積損が著しく増加したことを正確に反

︵34︶

筍ooおや志．︶︒SSAP第ニニステートメントのいう厳格

拠として︑開発費は特定分野における会社の地位を維持す
益というのはぱく然としており数量化するのが困難である

るための継続費用であること︑開発費から将来出てくる利

︵写＆庁＞．−．o昌5gき＞o8冒ま旨oq撃彗墨a叩g自身

ので︑主観的評価を多分に含むことが︑拳げられている

て計上せずに︑研究開発費として繰延計上した︵判例時報

一方法として当該会社は経費計上してある項目を損失とし

一〇七一号三一頁︶︒このような粉飾は︑繰延資産の設定

団8ぎく団目乞畠津彗ρ局9目ぎ5︵d内︶oo．具o．二〇〇〇pや

お︒︶︒また︑一九八一年会社法第八四条−第四二A条②は︑
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る資産対負債比率は︑資本維持の原則よりも︑債務超過

﹁繰延資産と引当金﹂

会社法演習皿

有斐閣

流動比率の必要性は︑従来から唱えられてきた︵田中

ブックス 昭和五八年 二七員︶︒

︵お︶

前掲注㈲の論文

五一六頁︶︒また︑流動負債額を超

耕太郎 貸借対照表の論理 昭和一九年 二一七頁︑矢沢

惇
﹁利益配当について﹂

このように︑一九七七年カルフォルニァ会社法第五〇

〇条ωが提供する二つの基準は︑資本維持の原則よりも

より実効的な倒産予防機能を有していると考えられるが︑

ただ︑もしこの基準を配当制限規定に導入するとすれぱ︑

いくつかの間題が解決されねぱならない︒

第一に検討されるべき問題として︑次のことが考えら

れる︒すなわち︑この﹁基準をもって︑資本維持原則に

よう︒支払能カ維持の視点を︵完全無欠ではないが︶数

に支払能カ維持の視点を導入することが必要となってこ

機能を有していないことから︑理念的には配当制隈規定

費本維持の原則が支払不能破産に対して実効的な予防

場合︑または︑前者の基準と後者の基準とを選択的にし

て︑前者の基準に代えて後者の基準を全面的に採用した

量的に客観化した基準とを累穣的に採用する場合を除い

資本維持の原則による基準と︑支払能カ維持の視点を数

か﹂という間題が検討されねぱならないことになろう︒

企業会計一四

える流動資産額を配当可能利益にすぺきであるという意見
もある︵高橘吉之助
巻四号︵昭和三七年 六一四頁︶︒

よる基準に全面的に代えてしまうか︑資本維持原則によ

量的に客観化した一つの基準として︑一九七七年カルフ

た場合は︑資本に食い込む欠損がある状態下においても

むすびにかえて

ォルニァ会社法第五〇〇条ωの配当制眼規定が日本法に

配当可能利益が生ずることがあり得る︒このような状態

＾舶︶

る基準と選択的な基準とするか︑累積的な基準とする

有益な示唆を与えてくれる︒そして︑この第五〇〇条ω

を想定すれば︑開示規制における利益と配当規制におけ

＾包

の提供した二つの基準のうち︑長期支払能カの一指標た

五

る︒このことは︑第四節において述べたとおりであるσ

要件に窓意性が介入する余地があることに起因す︒る︒会牡

う目的からも︑﹁会計原則の説く繰延資産の要件はそもそ

破産に対してもより実効的な予防手段となることができ

︵久保欣哉

の財務内容を真実かつ公正に償権者・株主に報告するとい

（132）

も正当なものであるかどうかが顧られなけれぱなるまい﹂

第4号
第97巻
一橋論叢
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当算定基準から除外するという法務省提案︵前掲注︵33︶

維持しながら配当規制の局面においてのみ繰延資産を配

る利益とを区別する必要性が生ずる︵資本維持の原則を

うことを︑実証的に検討するという方法論も考えられ

多寡がいかに効率的に株価に反映することになるかとい

討される必要があろう︵例えぱ︑当該開示規制の利益の

反映し得るのかどうかが・理論的にあるいは実証的に検

＾鯛︶

参照︶も開示規制における利益と配当規制における利益

開示規制における利益とは︑支払能カとともに︑株主と

ることができる額を表わすものである︒それに対して︑

払能カを維持できる範囲で配当として社外流出を許容す

なろう︒思うに︑配当規制における利益とは︑企業の支

べきなのか︑ということが検討されねぱならないことに

概念と配当規制における利益概念との関係はいかにある

る利益概念とは何なのか︑また︑開示規制における利益

明困難な状態だからである︒さすれば︑開示規制におけ

務状態でありながら︑財務諸表上は赤字であるという説

何故ならば︑このような状態は配当可能であるという財

当が許容され得ることになるから︑資本減少制度は無意

入すれぱ資本に食い込む欠損がある状態下においても配

ことはないと思われるが︑もし支払能カ維持の視点を導

支払能カ維持の視点の導入に伴ってあまり影響を受ける

不公正価額による新株の通謀引受人の責任規定など︶は︑

関する厳楕な規定・発起人取締役の資本充実責任規定・

込及ぴ現物出資全部の給付の要求規定・現物出資などに

規定・株主からの相殺の禁止の規定・発行価額全額の払

れたる規定︵例えぱ︑額面株式の額面未満の発行禁止の

れる︒配当制限規定以外の資本充実・維持の原則の現わ

第二に検討されるべき間題として︑次のことが考えら

る︶︒

償権者の共通の関心事たる収益性と深く結びついている︒

とを分離させている現象として︑とらえることができる︶︒

収益性の良し悪しは︑株主にとっては将来の配当額の多

味となってこよう︒資本滅少制度の廃止は︑株式会社法
＾珊︶
の本質的構造にかかわる間題である︒

寡を︑債権者にとっては将来の債権回収の安定性を︑左

ニニ三三頁︒

本稿においては︑第一の問題は未解決である︒

前掲注ωのシンポジウム

︵狛︶

吉原和志

るにあたっては︑その開示規制の利益が企業の収益性を

右するものである︒開示規制における利益概念を決定す
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配当制限規定における倒産予防機能
（133）

（134）

一橘論叢第97巻第4号
ポHξ仰軍ご︶︒ただし︑同法のもとでの実務においては︑

詩Φ昌亭o勾薯邑o目O︷艘oOO︷o量巨O冨OoまLUo8昌﹃o﹃

想定していた︵宛︷o津艮亭o＞覇o昌σqωo−8片Oo冒邑叶．

︵37︶ 一九七七年カルフォルニァ会社法はこのような事態を

九八六︶

その他︑法定準備金に関する規定︵第二八八条乃至第

一四九01一四九一頁︶︒

計法の新たな方向を求めてω﹂企業会計三八巻一〇号︵一

ける本質的課題であると︑考えられるのである︵﹁企業会

益との区別は︑両者の目的が異なる以上︑日本の商法にお

︵一橋大挙大挙院博士課程︶

二八九条︶も無意味となってこよう︒

︵39︶

を作ることになると解されている︵日岩旨塞ρ＞鼻睾昌彗

資本金勘定においてではなく︑留保利益勘定において欠損
旨 津盲昌鶉宍1ω8箒gけ自一叩ξ量昌訂ミ一や昌NN︶︒

︵38︶ 伊藤邦雄助教授は︑分配のための利益と開示のため利

576

