《 訂 正 表 》

『司法書士 書式征服システムノートⅡ 商業登記【新訂版 】』において，以下のような誤りが判明い
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，下記のように修正いただきま
すようお願い申し上げます。
（平成21年４月３日更新）
訂正箇所

誤

正

ｐ13 (2)①

商業登記では認められない（不動産登記と
は異なる点に注意）。

商業登記においても認められる（商登規48）。

ｐ14 (1)①

商業登記簿

商号登記簿

ｐ17 上から３行目

商号登記規則９条

商業登記規則９条

ｐ44 【チェック事項】４

取締役の選任機関は…

代表取締役の選任機関は…

ｐ47 下の罫線内 ４行目

設立時取締役会

設立時取締役

ｐ92 ２行目

東法商事 株式会社

東法商事株式会社

20，23，26，30，33行目の下
ｐ89 ※１
ｐ93 中段の罫線内 １行目
ｐ109 【勘所】 １行目
ｐ110 １行目
ｐ117 ※５

各「氏名」の下に「
「原因年月日」平成○年○月○日就任」と挿入してください。
新本店を記載する。
法経商事株式会社

東法商事株式会社

…○○辞任により代理権消滅」

…○○解任により代理権消滅」

…（商登記59）。

…（商登規59）。

本店移転を決議した…

支店移転を決議した…

ｐ120 添付書類 ２行目

就任証承諾書

ｐ138 添付書類 １行目

株主総会議事録

ｐ145 下から７行目

旧本店を記載する。

就任承諾書
株主総会議事録

１通

…満了する（会336Ⅴ）。

…満了する（会336Ⅳ）。

○は狭義の補欠監査。×は狭義の監査役…

○は狭義の補欠監査役。×は狭義の補欠監査役…

ｐ170 添付書類 １行目

取締役会議事録

株主総会議事録

ｐ175 【勘所】 ３行目

…っても指して変えない…

…っても差し支えない…

指名委員 丁山四郎，…

報酬委員 丁山四郎，…

ｐ147 図の下

ｐ181 １行目
ｐ186 下から２行目
ｐ196 欠格事由左端の番号
ｐ227 下から３行目

報酬委員 葵森十郎

報酬委員 癸森十郎

左端の番号「②③④⑤」を「①②③④」と訂正してください。
…（取締役であった者を…

…（監査役であった者を…

ｐ232 【記録例】最下行

社外取締役

社外監査役

ｐ236 下から12行目

原則：株主総会（会202Ⅱ④）

原則：株主総会（会202Ⅲ④）

ｐ242【申込み・割当て】(ウ)

…払込みをすべきとは，…

…払込みをすべきときは，…

ｐ244 【変更登記】
２番目の※ ４行目

…に対する債券を現物出資する…

…に対する債権を現物出資する…

４番目の※ ３行目

…株式申込人が一意することが…

…株式申込人が一致することが…

…において，優先株式に先立ち…

…において，普通株式に先立ち…

…において，優先株式に先立ち…

…において，普通株式に先立ち…

ｐ254

【記録例】

３行目

ｐ255 下の罫線内 ３行目

下の罫線内 下から４〜６行目 …において，優先株式に先立ち…につき年300 …において，普通株式に先立ち…につき年300円の
円を限度として優先株式発行に際し取締役会 剰余金の…
の決議で定める額の剰余金の…
ｐ261 下から４行目

…株式・転換予約権付株式に…

…株式・強制転換条項付株式に…

ｐ267 下から５行目

…の種類株主総会（111Ⅰ）。

…の全員の同意（111Ⅰ）。

発行可能株式種類総数…

発行可能種類株式総数…

ｐ271 下の罫線内 左欄
ｐ273 罫線の上
ｐ274 １行目

【登記事項】

【記録例】

…ために設けられ株式

…ために設けられた株式

ｐ290 下から１行目

…場合には，株主総会が…

…場合には，取締役会が…

ｐ292 下から２行目

…（会施規41Ⅱ）…

…（会施規41②）…

ｐ293 下から４行目

…同意できる。…

…短縮できる。…

ｐ297 罫線内 ２行目
ｐ302 下から１行目
ｐ311，312【記録例】３行目

「当会社の…を要する。」に下線を付してください。
…株主が100株取得を…

…株主に100株取得を…

平成20年11月４日設定

ｐ315
【 株券提供公告の具体例】 …平成20年９月28日付…
２行目

平成20年11月４日変更
…平成20年８月28日付…

６行目

平成20年９月30日

ｐ326 罫線内５行目に右記を
挿入して下さい。

当会社の株式については，株券を発行する。

ｐ329 【記録例】３行目

平成21年４月１日設定

平成21年４月１日廃止

原則 株券発行

原則 株券不発行

ｐ330

【株券発行の流れ】
図の右上段

ｐ330 下から３行目
ｐ335 【記録例】４行目
ｐ336 罫線内２行目
ｐ341 【参考】１行目
５行目
ｐ347【注意事項】※２例外

…445Ⅰ②）。

平成20年８月30日

…445ⅠⅡ）。

平成21年４月１日変更
…一丁目１番号

平成21年４月１日
…一丁目１番１号

「剰余金の額が計上されていることを証する書面」を削除してください。
…その資本剰余金の額

金２億円

…その他資本剰余金の額 金２億円

例外： 決議で定めた効力発生日より前に債 例外： 資本金の額の減少の効力発生日前であれ
権者保護手続が終了していない場合，債権者 ば，当該効力発生日を変更することができる。

保護手続終了の日となる（同但）。
【例外】１行目

効力発生日と定めた

効力発生日と定めた日

【例外】２行目

効力発生

効力不発生

ｐ358 登記すべき事項５行目

普通株式 500株

18行目
下から３行目
ｐ366 登記すべき事項５行目

普通株式

…の税引き利益が…
払込みがあったことを証する書面

5,000株

…の税引前利益が…
１通

…及び数 4,000株

（払込みがあったことを証する書面
…及び数 普通株式 4,000株

ｐ371 【記録例】２，５行目

平成20年９月30日発行

平成20年９月30日変更

ｐ373 【記録例】２，５行目

平成20年10月１日発行

平成20年10月１日変更

ｐ385，386【記録例】最下行

平成20年10月８日

平成20年10月８日登記

ｐ389 ※３

２行目

※４ １行目
ｐ392 添付書類 ４行目
ｐ402 下から６行目
ｐ404

…新株予約権の発酵に…

…新株予約権の発行に…

…第一種株式）の…

…第一種優先株式）の…

「定款

１通 ※７」との記載を削除してください。

「
「住所」東京都千代田区岩本町一丁目２番３号」との記載を削除してください。

申請人 ３，４行目

千葉県千葉市…一丁目２番３号
代表社員 甲野一郎

東京都千代田区岩本町一丁目２番３号
代表社員 株式会社千代田商事
東京都中野区中野三丁目３番３号
職務執行者 甲野三郎

ｐ408，414 申請人 ３行目

千葉県千葉市…一丁目２番３号

東京都国分寺市光町三丁目４番５号

…を証する書

…を証する書面

ｐ422 添付書類 ４行目
添付書類13行目に右記を挿入

異議を述べた債権者はいない

ｐ423 下から４行目

…吸収合併存続となる会社…

ｐ431 下から１行目
ｐ440 添付書類16行目に右記
を挿入

四 定款で定めた

…吸収合併存続会社となる会社…
四 定款で定めた数

異議を述べた債権者はいない

ｐ441 下から１行目

…第５部第２・２・
（１）・ア・
（イ）・ｂ）。

ｐ446 添付書類 ４行目

取締役の過半数の一致を証する書面

添付書類15行目に右記を挿入

…第５部第２・２・
（１）・ア・
（ウ）・ｂ）。
取締役会議事録

異議を述べた債権者はいない

ｐ451 １，２行目

…まで新株予約権の行使の条件

…まで
新株予約権の行使の条件

ｐ452 申請人 ５行目

千葉県千葉市…一丁目２番３号

東京都国分寺市光町三丁目４番５号

…や株式交換後の役員に…

…や吸収合併後の役員に…

ｐ454【ポイント】②１行目
ｐ469 最下行に右記追加

１通）

平成20年10月１日発行

ｐ470

添付書類に右記追加

ｐ472 罫線内左上の欄２行目

「印鑑証明書」，「委任状」にそれぞれ「１通」と追加して下さい。
吸収分割会社の純資産額として…

吸収分割承継会社の純資産額として…

…吸収分割契約締結に…

…吸収分割契約を締結した日に…

ｐ476 罫線内左上の欄１行目

吸収分割消滅会社の…

吸収分割会社の…

ｐ479 下段の罫線内左端の欄

吸収分割会社

分割会社

ｐ482 添付書類10行目に右記
を挿入

異議を述べた債権者はいない

罫線内右下の欄２行目

ｐ485 ５行目
ｐ486 【記録例】４行目
ｐ492 罫線内１行目
ｐ496 申請書内６行目

「
「会社成立の年月日」平成20年10月１日」を削除して下さい。
平成20年10月１日
…吸収分割の手続終了
資本金の額

金４億5,000万円

平成20年10月８日
…新設分割の手続終了
資本金の額

金１億5,000万円

申請書内７行目

金１億5,000円

金5,000万円

申請書内８行目

金105万円

金35万円

ｐ511 ４②１行目

非公開会社が公開会社となる…

公開会社が非公開会社となる…

ｐ536 登記すべき事項１行目

平成20年10月１日…

平成20年10月８日…

…変更し解散

…変更し，移行したことにより解散

２行目

＊下線部分が訂正箇所です。

