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●友好クラブ 

 韓国・龍仁ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3600 地区 

 台湾・台中文心ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3461 地区 

●姉妹クラブ 

 千曲川ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 2600 地区 

●提唱インターアクトクラブ 

 光明学園相模原高等学校 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

「会社法」という名前の法律が施行されたのは、

平成 18 年 5 月 1 日でした。すでに 10年以上経

過していますが、いまだにそれ以前の「商法」

会社編などの知識のままという方も多くいら

っしゃると感じています。 

今日お話しする「会社法」は、「実質的意義

の会社法」です。「会社法」という名称の法典

だけでなく、商業登記法など会社に関する法律

全般を含みます。いくつか問題を出しますので、

〇か×かで答えてください。 

     【問題】【問題】【問題】【問題】会社を設立するさいには、同一市区町 

村に同様の事業目的で類似の社名の会社がな

いか、事前に調べる必要（いわゆる類似商号調

査の必要性）がある。 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

田後 隆二 

【答え】× 【解説】かつて、他社が登記した 

商号と類似の商号は、同じ市町村内において 

同種の営業のために登記することができませ 

んでした。 

また同種の営業か否かを判断する前提とし 

て、会社の目的について厳格なチェックを受 

けました。現在は、既に登記されている他の 

会社と同一の「商号」であり、かつ、本店所 

在場所も同一である場合にのみ、登記するこ 

とができません（商業登記法第 27条）。 

ただし、すでにネームバリューがある社名 

と同じ商号を、後から設立した会社が意図的 

に付けることは「不正競争防止法」で禁止さ 

れています。 

 

会 長 早川 正彦  幹 事 佐々木 敏尚 

 

       

【問題】【問題】【問題】【問題】株式会社の設立には、７人以上の発起人を 

要する。 

【答え】×【答え】×【答え】×【答え】×    【解説】すでに平成 2 年の商法改正で、

株式会社設立時の発起人の人数制限は撤廃され

ています。発起人は１人でも構いません。 

【問題】【問題】【問題】【問題】株式会社を発起設立するさいには、金融 

    機関に依頼して、実際に出資金が払い込まれたこ

とを証する「出資払込金保管証明書」の発行を受

けなければならない。（発起設立は、株式会社設

立時に発行する株式のすべてを発起人が引き受

ける設立方法。募集設立は、株式会社設立時に発

行する株式の一部を発起人が引き受け、他に株主

となる人を募集する設立方法。） 

【答え】×【答え】×【答え】×【答え】×    【解説】【解説】【解説】【解説】払込金保管証明書の発行に 

は、金融機関の審査があり、払込完了から証明書 

発行まで１週間以上かかっていましたし、拒否さ

れる場合もありました。会社法施行により、発起

設立の場合に限り、金融機関から発行される出資

払込金保管証明書は不要とされ、出資金相当額を

発起人個人の預金口座に入金し、その通帳のコピ

ーを添付すれば足りるようになりました。 

【問題】【問題】【問題】【問題】株式会社では、3 名以上の取締役と 1 名 

以上の監査役を選任しなければならない。 

【答え】×【答え】×【答え】×【答え】×    【解説】【解説】【解説】【解説】公開会社でない株式会社（定 

款で全ての株式について、譲渡制限が設けられて

いる株式会社。非公開会社）においては、取締役

は 1 名以上で取締役会を置かず、監査役も置かな

いことができます。 

【問題】【問題】【問題】【問題】株式会社を設立するさいの資本金は１円 

でも構わない。 

【答え】〇【答え】〇【答え】〇【答え】〇    【解説】【解説】【解説】【解説】株式会社の設立時資本金は 

1,000 万円以上（有限会社は 300 万円以上）とさ

れた時代もありましたが、現在は１円でも設立で

きます。しかし資本金１円では、会社の信用力な

どの面では問題があり、創業資金として十分か否

かは別問題です。また事業許可取得を予定してい

る場合、資本金をいくらにするかは、とくに注意

が必要です。（設立時資本金が 500 万円以上であ

れば、建設業許可申請などはスムーズです） 

【問題】【問題】【問題】【問題】公開会社でない株式会社では、かつては 

    2 年以内だった取締役の任期や、4 年以内だった

監査役の任期を、最大 10年以内にまで伸長する 

 

 

 

ことができる。 

【答え】〇【答え】〇【答え】〇【答え】〇    【解説】【解説】【解説】【解説】監査役の任期は、1 年→2 

年→3年→4 年と変遷がありましたが、現在は原 

則 4 年以内（選任後 4 年以内に終了する事業年 

度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終 

結の時まで）で、公開会社でない株式会社におい 

ては定款によって、任期を 10年以内（選任後 10 

年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関 

する定時株主総会の終結の時まで）に伸長するこ 

とができます。取締役の任期も 10年以内に伸長 

可能です。 

【問題】【問題】【問題】【問題】資本金 5 億円未満または負債総額 200 億 

円未満の公開会社でない株式会社は、決算公告義 

務が免除されている。 

【答え】×【答え】×【答え】×【答え】×    【解説】【解説】【解説】【解説】資本金 5億円未満または負 

債総額 200 億円未満（大会社以外）の非公開会社 

でも貸借対照表の要旨（官報または新聞紙に掲載 

する場合）を公告する義務があります。 

【問題】【問題】【問題】【問題】有限会社法は、2006 年（平成 18 年）5 

月 1 日に廃止されたので、現在、新たに有限会社 

を設立することはできず、旧来の有限会社は会社 

法上、株式会社として扱われる。 

【答え】〇【答え】〇【答え】〇【答え】〇    【解説】【解説】【解説】【解説】会社法の施行に伴う関係法 

律の整備等に関する法律で「廃止前の有限会社法 

の規定による有限会社であって、この法律の施行 

の際、現に存するものは、この法律の施行の日以 

後は会社法の規定による株式会社として存続する 

ものとする。」と規定されています。すなわち、 

社名は「有限会社○○」のままでも、株式会社と 

して存続し、特例有限会社と呼ばれます。 

【問題】【問題】【問題】【問題】特例有限会社は、決算公告が義務づけら 

れていない。 

【答え】〇【答え】〇【答え】〇【答え】〇    【解説】【解説】【解説】【解説】特例有限会社の主なメリッ 

トとして、役員任期に関する法定の制限がないこ 

と、決算公告義務がないことなどがあげられます。 

 

 

●早川会長、佐々木幹事 

①本日、入会記念日祝の皆様、おめでとうございます！ 

②卓話の田後会員、宜しくお願い致します。 

③（早川会長より）本日は入会記念日祝をいただき、 

有難うございました。 

 



 

 

●竹田 繁会員 

      ①田後さんの卓話、楽しみです。 

②入会記念日を祝って頂き、ありがとうございます。 

３７年目になります。 

●田所 毅会員 

①入会記念日祝、ありがとうございます。２８年目にな 

ります。これからも宜しく！ 

②田後さん、卓話楽しみです。 

    ●阿部 毅会員 

      ①入会記念日のお祝、ありがとうございます。第２の

人生、地域の社会貢献に携わって１０年余り、楽し

くもあり、継続の厳しさも実感しております。いつま

で続けられるやら？ 

②田後さん、卓話ご苦労様です。 

    ●甲斐 美利会員 

        入会記念日祝、ありがとうございます。  

●田後 隆二会員 

        卓話をさせて頂きます。緊張で食事が喉を通りま 

せん・・ ウソです! 

●金沢 邦光会員 

先日、商工会館のガラスドアがあまりにキレイだっ 

たので、気がつかずに頭から突撃してしまいまし 

た。まだ痛い・・・。 

●冣住 悦子会員 

①２月入会記念日祝の皆様おめでとうございます。 

②田後さん、卓話楽しみにしております。 

●大井 達会員 

①2 月入会記念日祝の皆様おめでとうございます。 

②田後さん、会社法改正、勉強させて頂きます。卓話 

よろしくお願い致します。 

●小野 孝会員 

①入会記念日祝の皆さん、おめでとうございます。 

②卓話の田後さん、よろしく。 

●中里 和男会員 

①本日お祝の皆様、おめでとうございます。 

②田後さん、卓話よろしくお願い致します。 

●横江 利夫会員 

①本日は花粉をよけながら来ましたが、少し当たって 

しまいました。皆さんもよけて行きましょう。 

②今日も宜しくお願いします。 

●伊倉 正光会員 

①田後さん、卓話楽しみにしています。 

②入会記念日祝の会員皆様おめでとうございます。 

 

 

●藤原 利夫会員 

①本日、卓話の田後会員よろしくお願いします。 

②入会記念日祝の方々、おめでとうございます。 

●櫻内 康裕会員 

①お祝の皆さん、おめでとうございます。 

②卓話の田後会員、宜しくお願いします。 

③大変申し訳ありませんが、途中退席します。 

 

（紙面上、一部要約にて） 

本日 2 月 26 日は「咸臨丸 

の日」だそうで、万延元年 

（1860）1 月 13 日に日米修 

好通商条約の批准書交換の為、 

アメリカへ旅立った江戸幕府 

の軍艦「咸臨丸」が、この日 

（万延元年 2 月 26 日）サン 

フランシスコに到着。乗船し 

ていた勝海舟、福沢諭吉、中浜万次郎（ジョン万 

次郎）ら一行は、日本人初となる太平洋横断航海 

を果たし、記念日に制定されました。 

また「血液銀行開業記念日」でもあり、1951 

（昭 26）年のこの日、日本初の血液銀行「日本 

ﾌﾞﾗｯﾄﾞﾊﾞﾝｸ（後のミドリ十字）」が GHQ の指示 

のもと、設立された事を記念して制定。血液銀行 

は献血等により提供者から採取した血液を保存管 

理して輸血に必要な血液を確保、必要に応じて供 

給する機関であり、翌 1952（昭 27）年には、日 

本赤十字も血液銀行を設立、現在は「血液センタ 

ー」として日本赤十字社が受け継いでいます。 

尚、記念日ではありませんが、「2.26 事件」が 

発生した日で、1936（昭 11）年のこの日、陸軍 

皇道派の青年将校らが、1500 名の部隊を率いて 

首相官邸等を襲撃したクーデターを起こし、内大 

臣の斉藤実、大蔵大臣の高橋是清等 10 名が殺害 

され、永田町一帯が占拠されました。その後、反 

乱部隊は 3 日間立てこもりを続け、投降の呼び掛 

けにより大半の反乱部隊は元の部隊へと帰順し、 

最後は未遂に終わっています。 

さて先日、津久井中央 RC 前沢会長と会員増強 

について話をする機会があり、「ただ増強をしま 

しょう」とだけでは、なかなか進まないので何か 

解り易い指標でもあれば良いのだがということで、 

＜裏ページに続く＞ 

 

   

国民・県民何人当りに 1 クラブあるのか？何人に 

1 人のロータリアンがいるのかを調べました。 

①①①①日本全体では？日本全体では？日本全体では？日本全体では？ 日本の人口は 1 億 2642 万人

（概算値）。日本の RC はクラブ数 2,261、会員数

89,205 名。ここから国民 55,914 名につき 1 クラ

ブ、1,418 名に 1 人のロータリアンとなります。 

②第１ゾーン②第１ゾーン②第１ゾーン②第１ゾーン（北海道・東北・北関東・千葉・埼玉）（北海道・東北・北関東・千葉・埼玉）（北海道・東北・北関東・千葉・埼玉）（北海道・東北・北関東・千葉・埼玉）は？は？は？は？    

クラブ数 ８２８ ロータリアン ２８、５８８名 

４４，３１２名に１ＲＣ １，２８４名に１人 

注目すべき点は、第 2540（秋田）、第 2800（山

形）、第 2530（福島）の各地区は、23,000～28,000

名に 1 クラブあり、700～850 名に 1 人のロータ

リアンがいます。首都圏に近くなる程、数値は全

国平均に近づいていきます。 

③③③③第２ゾーン（関東・中部・三重）では？第２ゾーン（関東・中部・三重）では？第２ゾーン（関東・中部・三重）では？第２ゾーン（関東・中部・三重）では？    

クラブ数 ６２４ ロータリアン ２７，８２４名 

６８，４１６名に１ＲＣ １，５７９名に１人 

我が神奈川県（第 2590／2780 地区）では 124

クラブで、74,049 名当り 1 クラブあり、2,083 名

当り 1 人のロータリアン。姉妹クラブ・千曲川

RC 所属の第 2600 地区（長野）は、38,168 名当

り 1クラブで 7、1042名当り 1人のロータリアン。 

    ③③③③第第第第 3333 ゾーン（福井・近畿・中国・四国・九州）では？ゾーン（福井・近畿・中国・四国・九州）では？ゾーン（福井・近畿・中国・四国・九州）では？ゾーン（福井・近畿・中国・四国・九州）では？    

クラブ数 ７９１ ロータリアン ３２，７９３名 

５７，２０２名に１ＲＣ １，３８０名に１人 

④④④④我が我が我が我が第第第第２７８０２７８０２７８０２７８０地区第地区第地区第地区第５５５５グループグループグループグループ（相模原市）（相模原市）（相模原市）（相模原市）ではではではでは？？？？    

クラブ数 １３ ロータリアン ４７４名 

５５，６１０名に１ＲＣ １，５２６名に１人 

この数字は首都圏のクラブでは若干、良い数字

で会員増強している地区だと考えられます。 

この内容はもう少し深く人口構成、地域の特色

等を考えませんと正確な分析とはなりませんが、 

数字として、その地域のパフォーマンスとして何

かヒントとなれば宜しいのはないかと思います。 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

・竹田  繁会員 1982 年２月 ２日 

・田所  毅会員 1991 年 2 月 26 日 

・甲斐 美利会員 1991 年 2 月 26 日 

・阿部  毅会員 1994 年 2 月 8 日 

・早川 正彦会員 2011 年 2 月 1 日 

    

例会例会例会例会報告報告報告報告 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より   

①第 10 回インター・ローターアクト委員会／ 

アクターズミーティング開催のご案内 

 提唱クラブにはご出席をお願い致します。 

 日時：3月 9日（土）13:30～委員会  

 場所：「アイクロス湘南」登録締切：3月 4日 

例会記録例会記録例会記録例会記録 

点点点点        鐘鐘鐘鐘  １２時３０分 

場場場場        所所所所  相模原市民会館「あじさいの間」 

司司司司        会会会会  大塚 正浩 副ＳＡＡ 

斉斉斉斉        唱唱唱唱            「それでこそロータリー」 

ソングリーダーソングリーダーソングリーダーソングリーダー 河野 崇会員 

出席報告出席報告出席報告出席報告 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

会 員 出席（出席対象 31 名） 事前メイク者 
３８名 ２８名 ２名 
欠席者 本日の出席率 修正出席率(2/12) 
７名 ８１．０８％ ７７．７８％ 

●●●●事務局事務局事務局事務局    〒〒〒〒252252252252----0239 0239 0239 0239 相模原市中央区中央相模原市中央区中央相模原市中央区中央相模原市中央区中央 3333----12121212----3333                ●●●●編集編集編集編集：：：：親睦活動委員会親睦活動委員会親睦活動委員会親睦活動委員会 

                                                        相模原商工会館相模原商工会館相模原商工会館相模原商工会館３３３３ＦＦＦＦ            委員長委員長委員長委員長：：：：伊倉伊倉伊倉伊倉    正光正光正光正光    副委員長副委員長副委員長副委員長：：：：小崎小崎小崎小崎    直利直利直利直利    

                TEL 042TEL 042TEL 042TEL 042----758758758758----5750  FAX 0425750  FAX 0425750  FAX 0425750  FAX 042----758758758758----1605160516051605                                        委員委員委員委員：：：：川合川合川合川合    貞義貞義貞義貞義、、、、田田田田所所所所        毅、櫻内毅、櫻内毅、櫻内毅、櫻内    康裕康裕康裕康裕    

●●●●例会場例会場例会場例会場    相模原市民会館相模原市民会館相模原市民会館相模原市民会館「「「「あじさいのあじさいのあじさいのあじさいの間間間間」」」」                                田後田後田後田後    隆二、中山隆二、中山隆二、中山隆二、中山    徹男、高本徹男、高本徹男、高本徹男、高本    昌敏昌敏昌敏昌敏    

    〒〒〒〒252252252252----0239023902390239    相模原市中央区中央相模原市中央区中央相模原市中央区中央相模原市中央区中央 3333----13131313----15151515                                                                            横江横江横江横江    利夫、山之内利夫、山之内利夫、山之内利夫、山之内    洋、河野洋、河野洋、河野洋、河野        崇崇崇崇    

                TEL 042TEL 042TEL 042TEL 042----752752752752----4710471047104710    FAX 042FAX 042FAX 042FAX 042----753753753753----2000200020002000                                中村中村中村中村    勝彦勝彦勝彦勝彦、大槻、大槻、大槻、大槻    実、実、実、実、平山クリフォードモーリス平山クリフォードモーリス平山クリフォードモーリス平山クリフォードモーリス    

●Ｅ●Ｅ●Ｅ●Ｅ----mailmailmailmail：：：：rotary@tbg.trotary@tbg.trotary@tbg.trotary@tbg.t----com.ne.jpcom.ne.jpcom.ne.jpcom.ne.jp                                                                        ●●●●http://sagamiharanakahttp://sagamiharanakahttp://sagamiharanakahttp://sagamiharanaka----rc.jp/rc.jp/rc.jp/rc.jp/    

    


