
《 訂 正 表 》
『司法書士 書式シミュレーションⅡ 商業登記〈改訂版〉』において，以下の様な誤りが判明いたしまし

た。お客様にご迷惑をお掛けしたことをお詫び申し上げると共に，下記の様に修正いただくようお願い申し上
げます。

（平成21年10月26日更新）

訂正箇所 誤 正

ｐ14〔４〕訂正方法 ２行目 直接法…商業登記では認められない（不動産登 直接法…商業登記においても認められる（商
記とは異なる点に注意） 登規48Ⅲ）

ｐ27 上から１行目 「株式会社の成立の時までに」のあとに「，発起人全員の同意によって，」との記載を挿入し
てください。

ｐ27 下から３行目 …場合，会社は求償することが… …場合，会社に求償することが…

ｐ47 出題の趣旨 １行目 本問は，定款に本店の管轄区域外での… 本問は，定款に本店の所在地外での…

ｐ48 青い四角の中 ６行目 当該定款決議の承認決議も… 当該定款変更の承認決議も…

ｐ48 青い四角の中 ７行目 …ある。 …はないかが問題となる。

ｐ49 ①類似商号の規定の廃止 「…同一の営業のために同一」のあとに「の商号又」との記載を挿入してください。
１行目

ｐ54 ２．登記すべき事項欄 平成20年５月９日変更 平成20年５月７日変更
１行目，３行目

ｐ58 ここを読みとろう！ …で， ⑩ の登記と ⑪ に，かつ… …で， ⑨ の登記と ⑩ の登記を
４行目 ⑪ に，かつ…

ｐ63 ③新本店所在地における登記事 「登記の申請書の添付書面により，」との記載を削除してください。
項及び添付書面(イ)

ｐ65 （２）の注１ 「及び「支配人を置いた営業所移転」」との記載を削除してください。

ｐ65 （２）の注３ 「支配人を置いた営業所移転分はその他変更分として金３万円である（同ネ）。したがって，合
計金６万円となる。」との記載を削除してください。

ｐ66 （２）の登記の申請書 「支配人を置いた営業所移転」との記載を削除してください。
登記の事由欄

ｐ66 （２）の登記の申請書 金６万円 金３万円
登録免許税の額欄

ｐ83 ここを読みとろう！６行目 ⑤ のあとに「の決議」との記載を挿入してください。

ｐ83 ここを読みとろう！ ① ⑪
下から３行目

ｐ87 ここを読みとろう！の解答 「⑩範囲内」のあとに「⑪株主総会の決議」との記載を挿入してください。

ｐ90 ２．登記すべき事項欄１行目 平成20年５月30日変更 平成20年６月30日変更

ｐ98 上から４行目 「…添付書面とならない。」のあとに，同頁④(ｱ)の２～６行目「これは，会社法上，公告及び～
からである（民事月報Vol.60・No.7・40頁）。」を挿入してください。

ｐ98 ④(ｱ) 株主又は登録株式質権者～からである（民事月 株券の提出に関する公告は不必要である（会2
１～６行目 報Vol.60・No.7・40頁）。 19参照）。

ｐ108 ここを読みとろう！５行目 ⑯ ⑱

ｐ108 別紙(4)１ ２行目 …平成20年６月９日に… …平成20年６月４日に…

ｐ114 (ｲ)ｂ …株主総会の決議がなされた後でなければする …株主総会の決議の前にもすることができ，
１～２行目 ことができず，その結果，当該公告期間（１ヵ その場合には，株主総会の決議の日に譲渡制

月）後に譲渡制限株式の… 限株式の…

ｐ114 (ｲ)ｂ 「…一定の日を効力発生日とすることもできる」のあとに「（「株式会社の登記と実務」221頁・
３行目 民事法研究会）」との記載を挿入してください。



ｐ120 別紙(1) 発行可能株式総数 24,000株 発行可能株式総数 20,000株

ｐ132 ここを読みとろう！４行目 …株主総会の ⑧ のほか，… …株主総会の ⑤ のほか，…

ｐ139 上から７行目 …株主総会の特殊決議… …株主総会の特別決議…

ｐ159 別紙(5) ２ 代表取締役Ｅは，… ２ 代表取締役Ｄは，…

ｐ161 解答のポイント１(3) …取締役等が欠けた場合又は… …取締役等が欠けないとき，又は…
下から２行目

ｐ175 解答のポイント１表題 …及び代表者を有しない取締役… …及び代表権を有しない取締役…

ｐ182 別紙(4) ３ 会計参与報告等備置場所は，… 計算書類等備置場所は，…

ｐ223 １行目 株式会社は，株主の引受けの… 株式会社は，募集株式の引受けの…

ｐ223 青い四角の中 株式割当ての方法によるため，株主の引受けの 株式割当ての方法によるため，募集株式の引
２行目 … 受けの…

ｐ223 (4)①(ｱ) ・募集事項 ・株式会社の商号
・当該株主が割当てを受ける募集株式の数 ・募集事項
・引受けの申込期日 ・金銭の払込みをすべきときは，払込みの取

扱いの場所
・前３号に掲げるもののほか，法務省令で定
める事項

ｐ223 (4)②(ｲ) 引き受けようとする株募集式の数よりも… 引き受けようとする募集株式の数よりも…

ｐ225 青い四角の中 ３行目「よっ ただし，Ｘに割り当てる株式の総数が発行済株式総数の10分の１以下であるので，上記(6)②(ｱ)
て，」以下を右記のように改めて下さ の要件を満たしているので，検査役の調査を要しない。
い。

ｐ226 ３～４行目 「ただし，…にすれば足りる。」との記載を削除してください。

ｐ228 注８ 「注８ 会計帳簿」に関する記載を削除してください。

ｐ229 「添付書面の名称及び必要な通 「金銭債権についての記載のある会計帳簿 １通」との記載を削除してください。
数」欄

ｐ234 別紙(4) 「５ 別紙(2)の株主総会で決議されている「募集株式の払込金額」は，募集株式を引き受ける
者に特に有利な金額である。」との記載を４の下に挿入してください。

ｐ238 (4) 中段の青い四角の中の１ 本問の場合，株式会社甲野商事は公開会社であるので，上述①の通知又は公告を要する。
段落目を右記のように改めて下さい。

ｐ262 青い四角の中 ２行目 「…の効力発生日に自己株式の」のあとに「消却の」との記載を挿入してください。

ｐ268 第３号議案 「及び監査役」との記載を削除してください。

ｐ275 ３(2)②(ｱ)３行目 …することは要しないが，定款，定款の定めに …することを要する（会489Ⅲ）。…
基づく清算人の互選及び株主総会の決議（会483
Ⅲ）により，また，…

ｐ279 上から５行目 …（登録税別表第一・二十四(一)カ） …（登録税別表第一・二十四(一)ソ）

ｐ281 解答例中「２．登記 平成20年１月７日Ｆ就任 平成20年１月７日取締役Ｆ就任
すべき事項」欄，２行目

ｐ285 別紙(2) 第１号議案 ３ 「発行予定株式総数」との記載を削除してください。

ｐ285 別紙(2) 第１号議案 ５ 「特例有限株式会社の」のあとに「株式」との記載を挿入してください。

ｐ286 ここを読みとろう！ ⑪ であれば… 取締役であれば…
４ ４行目

ｐ288 別紙(4) 電子公告をする際の掲載するホームページのアドレス（ＵＲＬ）
第４条に右記を追加 WWW.hok.jp//



ｐ290 別紙(5) １ 特例有限会社法経商事… 特例有限会社甲野商事…

ｐ293 ここを読みとろう！の解答 ⑪取締役 ⑪役員

ｐ295 ６行目 …「平成20年７月１日有限会社… …「平成20年７月２日有限会社…

ｐ296 上部の青い四角の中 ６行目 …生じた時点（平成20年７月１日）で… …生じた時点（平成20年７月２日）で…

ｐ301 第１欄 役員区 ５行目 代表取締役 甲野一郎 代表取締役 Ａ

登記記録区 平成20年７月１日有限会社… 平成20年７月２日有限会社…

第２欄 登記すべき事項欄 平成20年７月１日東京都新宿区… 平成20年７月２日東京都新宿区…

ｐ306 ここを読みとろう！２ 吸収合併会社 ② は， 吸収合併 ② 会社は，

ｐ323 ５．添付書面の名称 「委任状」の下に「登録免許税法施行規則12条７項の規定に関する証明書」を挿入してください。

ｐ358 １．登記の事由 「株式交換」の下に「商号変更」を挿入してください。

ｐ361 別紙(2)－①１ 「甲は乙を株式移転により」から「乙を」との記載を削除してください。

ｐ361 別紙(2)－① ４ ２行目 「…株式の割当て」のあとを改行してください。

ｐ364 別紙(4) 第１号議案 最終行 代表取締役 Ｘ 代表取締役 Ａ

下から５行 以下のように改めて下さい。
「甲野商事株式会社 取締役会
議長・取締役 Ａ○印
出席取締役 Ｂ○印

同 Ｃ○印
出席監査役 Ｄ○印

同 Ｅ○印
同 Ｆ○印 」

ここを読みとろう！ ３行目 この ⑥ には… この印鑑証明書には…

ｐ385 事案の概要 ５行目 「取締役Ｙ」のあとに「・監査役Ｚ」との記載を挿入してください。

ｐ387 青い四角の中 ５～６行目 「が開催されるべき期間」との記載を削除してください。

ｐ394 イ 登記すべき事項欄 優先株式は，毎決算期において，普通株式に先立ち，年６分の利益配当を受ける。
下から７行目に右記を追加

p409 ３つ目の青枠内４～５行目 …「が，株式会社丙野興業への…は要しない」との記載を削除してください。

６～７行目 …２週間がないことにつき，…は要しない。 …２週間がないため，…を要する。

p415 ④５行目に右記を挿入 総株主の同意書 １通

p419 別紙(3) 別紙(3)の「第２号議案」及び「第３号議案」を「第７号議案」及び「第８号議案」として，別
第２号議案及び第３号議案 紙(2)の最後に挿入してください。

p423 出題テーマ ６ 「取締役の決定による」との記載を削除してください。

p423 下から６行目 「株式の分割
単元株式数の設定」との記載を下から９行目（「剰余金の減少による…」）の下に挿入してくだ

さい。

p426 ６の表題 「取締役の決定による」との記載を削除してください。

p426～427 〈例題〉から次頁の答案作成のポイントの前（罫線内のあてはめ）までを削除してください。
６(2)の〈例題〉以下

p427 注２ ③ 「取締役の決定による」との記載を削除してください。

p427 最後の行 …の変更の決議をしたことを証するため，… …の変更の決議をしたこと，並びに株式分割
及び単元株式数の設定の決議をしたことを証
するため，…



p428 上から２～４行目 ② 取締役の互選書を削除してください。

p429 「エ 添付書面の名称及び 「取締役の互選書 １通」との記載を削除してください。
必要な通数」欄中，２行目

p448 〈解答例〉 〔第１欄〕 ② 「平成20年6月24日取締役Ｆ就任」との記載を下から８行目（「代表取締役Ａ」の下）に挿入して
ください。

p463 上段の青い四角の中 支配人支配人としては… 支配人につき…
３行目

＊下線部分が訂正箇所です。


