「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」による
「中小企業等協同組合法」及び「中小企業団体の組織に関する法律」
の主な改正点について

平成１８年 ４月２０日
全国中小企業団体中央会
「商法」第２編（会社）、
「有限会社法」、
「商法特例法」「
（ 株式会社の監査等に関する
商法の特例に関する法律」）について、条文を平仮名口語体化し、各種制度の見直しを
行った上、一つの法典としてまとめ再編成された「会社法」が平成１７年７月２７日に
公布され（平成１７年法律第８６号）、平成１８年５月１日から施行される。
また併せて、従来、商法を準用していた多数の法律について、準用規定を商法から会
社法に改正する等の改正を一括して行う「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関す
る法律」（以下「整備法」という 。）が公布され（平成１７年法律第８７号）、会社法施
行の日から施行される。
整備法により、「中小企業等協同組合法 」（以下「中協法」という。）及び「中小企業
団体の組織に関する法律」（以下「中団法」という。）が改正され、会社法等と同じく平
成１８年５月１日から施行される。
平成１７年１２月１４日、「会社法施行令」等が制定・公布され、平成１８年２月７
日、「法務省令」が公布された。
本稿中、「正条文化」という語については、従来のように準用条文番号だけを示すだ
けではなく、本条として書き起こすという意味で使っている（以下同じ。）。
なお、全国中央会が策定している各組合ごとの「定款参考例」については、中協法及
び中団法に係る政令及び主務省令を掲載し改訂を行う。

１．整備法による中協法の主な改正点【実質改正】
第６条（名称）【修正。商法の準用→会社法の準用】
第六条

（略）

２

（略）

３

組合の名称については、会社法（平成十七年法律第八十六号）第八条（会社と誤認さ
せる名称等の使用の禁止）の規定を準用する。

会社法においては、従来の商業登記制度うち、類似商号規制が廃止され、会社の目
的記載について柔軟な記載ができるようになった。
商法第１９条による規制は廃止され、商業登記法第２７条による規制は改正された。
また、会社に係る不正競争目的の商号使用の差止等に関する規定（商法２０条）は削
除された（不正競争防止法の規制に委ねることとされた。）。
法務省では、会社の目的における具体性の要件について、これを要しないとするこ
とを検討していたが、意見募集に付された法務省の案によれば 、「会社法施行後にお
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いては、会社の目的の具体性を問わないものとする。」「会社法では類似商号規制が廃
止され、会社の目的の具体性を必要とする主要な根拠の一つがなくなり、仮に、具体
性がない目的が定款に定められ、登記簿により公示されることに伴う不利益があった
としても、これは会社構成員や債権者等が自ら負担すべきものと解すれば足りる。会
社法の施行を契機として審査の在り方を見直すことにより、会社の目的の具体性につ
いては、当事会社の意思に委ねられることとなり、会社が定款に定めれば、
「商業」
「商
取引」等の抽象的・包括的な記載の登記も可能になる。」とされていたところである。
平成１８年４月７日、
「『会社法施行後の会社の目的における具体性の審査の在り方』
について」と題する最終報告を公表し 、「会社法施行後の登記官による登記の申請書
に記載された目的の審査に当たって，当該目的が具体的に記載されているか否かの観
点からの審査は行わないこととしましたのでお知らせします。登記された会社の目的
の記載内容が抽象的にすぎる場合には，許認可や取引きにおいて一定の不利益を受け
る可能性もありますので，十分ご注意ください。」 としている。
（参考）
商法第１９条

他人ガ登記シタル商号ハ同市町村内ニ於テ同一ノ営業ノ為ニ之ヲ登記スル

コトヲ得ズ
商業登記法第２７条（類似商号登記の禁止） 商号の登記は、同市町村内においては、同
一の営業のため他人が登記したものと判然区別することができないときは、することが
できない。
商法第２０条

商号ノ登記ヲ為シタル者ハ不正ノ競争ノ目的ヲ以テ同一又ハ類似ノ商号ヲ

使用スル者ニ対シテ其ノ使用ヲ止ムベキコトヲ請求スルコトヲ得但シ損害賠償ノ請求ヲ
妨ゲズ
２

同市町村内ニ於テ同一ノ営業ノ為ニ他人ノ登記シタル商号ヲ使用スル者ハ不正ノ競争
ノ目的ヲ以テ之ヲ使用スルモノト推定ス

これは、従来、商法及び商業登記法においては、同市町村内において、同一の営業
のために、その商号と同一の商号又はそれと判然と区別することができない商号の登
記の申請があったときは、登記官はその申請を却下しなければならなかった。この場
合、営業の同一性を基準とされていたため、会社の「目的」の記載に関する審査に関
して、相当厳密な運用がなされ、時間と手間がかかるとの指摘が多かった。また、企
業活動の広がりを考慮すると、同一の市町村内に商号の登記を限定しておく規制の合
理性は乏しくなっていたことから会社法において改正されたものである。
第６条の商法準用が会社法準用に変更されたことにより、組合の名称についても以
下のような整理となった。
① 組合の名称中の文字の使用強制
組合の名称中には、事業協同組合にあっては協同組合等、各組合ごとに一定の
文字を使用しなければならない（第６条第１項）。
② 組合類似の文字の使用禁止
組合以外の者は、その名称中に組合であることを示す文字を用いてはならない
（第６条第２項）。
③他の組合と誤認させる名称の使用禁止（会社法第８条の準用）
不正の目的をもって、他の組合であると誤認されるおそれのある名称を使用し
てはならず、その使用によって事業上の利益が侵害され又は侵害されるおそれが
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ある組合は、侵害する者又は侵害しようとする者に対し、その侵害の停止又は予
防を請求することができる（会社法第８条「何人も、不正の目的をもって、他の
会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。２
前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又
は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害する
おそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。」）
（第
６条第３項）。
④ 同一の所在場所における同一の名称の登記の禁止
既に他人が登記した名称と同一であり、かつ、その主たる事務所の所在場所が
その他人の名称の登記に係る主たる事務所の所在場所と同一であるときは、その
名称の登記をすることができない（第１０３条において準用する商業登記法第２
７条「商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、
その営業所（会社にあつては、本店。以下この条において同じ。）の所在場所が
当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することが
できない。」）。
第１０条の２（組合員名簿の作成、備置き及び閲覧等）【新設】
第十条の二

組合は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、

又は記録しなければならない。
一

氏名又は名称及び住所又は居所

二

加入の年月日

三

出資口数及び金額並びにその払込みの年月日

２

組合は、組合員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。

３

組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に
掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのに
これを拒んではならない。
一

組合員名簿が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二

組合員名簿が電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識
することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に
供されるもので主務省令で定めるものをいう。以下同じ。）をもつて作成されている
ときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したも

のの閲覧又は謄写の請求

現第３９条に規定されていた「組合員名簿の作成、備付け及び閲覧等」に関する規
定の移動。新たに、組合が組合員名簿を作成しなければならないことが明示された。
「備付け」が「備置き」に修正された。組合は、組合員名簿を主たる事務所に備え置
き、組合員及び組合の債権者が閲覧・謄写の請求をした場合には、正当な理由がない
のにこれを拒むことができないことは従来と同様である。
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第３３条（定款）【定款記載事項としての公告方法の新設】
第三十三条
２・３
４

（略）

（略）

組合は、公告方法として、当該組合の事務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げ
る方法のいずれかを定款で定めることができる。
一

官報に掲載する方法

二

時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

三

電子公告（公告方法のうち、電磁的方法（会社法第二条第三十四号に規定する電磁
的方法をいう 。）により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受ける

ことができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。
）
５

組合が前項第三号に掲げる方法を公告方法とする旨を定款で定める場合には、その定
款には、電子公告を公告方法とすることを定めれば足りる。この場合においては、事故
その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告
方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。

６

組合が電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ
当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。

７

一

公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告

二

前号に掲げる公告以外の公告

当該期間を経過する日

当該公告の開始後一月を経過する日

組合が電子公告によりこの法律その他の法令の規定による公告をする場合については、会
社法第九百四十条第三項（電子公告の中断 ）、第九百四十一条、第九百四十六条、第九
百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条及び第九百五十五条（電子公告調
査等）の規定を準用する。この場合において、同法第九百四十条第三項中「前二項の規
定にかかわらず、これらの規定」とあるのは「中小企業等協同組合法第三十三条第六項
の規定にかかわらず、同項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政
令で定める。

８

第一項から第三項までに掲げる事項のほか、組合の定款には、この法律の規定により
定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律に違反しな
いものを記載し、又は記録することができる。

公告方法については、平成９年の商法改正に伴う中協法の改正により、第６９条が
改正され、商法改正により商法第４２１条第１項に付け加えられた「官報ヲ以テ公告」
を中協法では「公告」と読み替えることとされた。これは、株式会社の公告方法につ
いての明確な規定を商法が持っていなかったことから、株式会社、弁護士法人等の公
告方法を官報に限定する一方、その他の業法に基づく組織における公告方法について
は制限を設けないこととされたものである。
第６９条の改正は、組合の公告の方法について、特段の限定をしないことを規定し
たものである。
組合の解散の公告の方法を官報に限定しないこととしたのであるから、法に定めが
ある場合を除き、組合の公告方法は自由である。組合事務所に掲示し、また、必要が
あるときは新聞に掲載することでよい。
今回、本条に第４項から第８項が新設され、組合の公告方法として、第４項本文の
「組合の事務所の店頭に掲示する方法」のほか 、
「官報 」、「時事に関する記事を掲載
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する日刊新聞紙」及び「電子公告」が例示された。
電子公告は、平成１６年の商法改正により創設されたもので、今回の会社法によっ
て創設されたものではない。
電磁的方法とは、会社法第２条第３４号に規定されている電磁的方法をいい、電子
情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省
令（会社法施行規則）で定められている。
電子公告を行うための電磁的方法について、会社法施行規則第２２３条は、不特定
多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置で
あって法務省令で定るものは、前条第１項第１号ロに掲げる方法（送信者の使用に係
る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて
情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計
算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法）のうち、インターネットに接
続された自動公衆送信装置を使用する方法としている。
本条では、電磁的方法（会社法第２条第３４号に規定する電磁的方法をいう。）に
より不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に
置く措置であって同号に規定するものをとる方法とされている。
すなわち、組合の電子公告は、公告すべき内容を組合のインターネットホームペー
ジに掲載してする方法であり、電子公告を公告方法とする場合には定款にその旨を定
め、公告ホームページのアドレスを登記し、公告期間中、公告ホームページに公告内
容が掲載されているかどうかについての調査機関の調査を受ける必要がある（調査結
果通知書が登記申請の際の添付書類となる。）。
なお、官報については、現在、紙の官報と同一内容のものが独立行政法人国立印刷
局のインターネットホームページ上に掲載されているが、電子官報は電子公告に当た
らない。これは、電子官報は紙の官報に附属するものと取り扱われており、無料で電
子官報を閲覧できる「官報閲覧サービス」は、当日を含む１週間分の内容に限られて
いる等の点において、電子公告と同等のものとはいえないからである。官報閲覧サー
ビスのほかに、「官報検索サービス」があるが、これは昭和２２年５月３日以降発行
の官報について、目次及び記事の検索機能を持つが、有料である点で電子官報とは異
なる。
第３６条（役員の任期）第３項【新設】
第三十六条

（略）

２

（略）

３

前二項の規定は、定款によつて、前二項の任期を任期中の最終の決算期に関する通常
総会の終結の時まで伸長することを妨げない。

第３項が新設され、役員（理事・監事）の「任期伸長規定」が導入された。
これにより、法定の任期である３年を超えて役員改選が行われることとなっても法
令定款違反とはならないことされた。
商法における役員の任期伸長規定とは、①役員は通常総会で選出されるが、通常総
会の会日が年度によって異なることがあり、通常総会が役員の任期を超えて開催され
ることがあり得るので、この場合、役員の任期が通常総会の会日が異なるのに応じて
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短縮又は伸長され、常に通常総会の終結の時をもって満了するように定めるのが便宜
である、②また、任期伸長規定を認めることによって、通常総会において決算書類を
承認するに当たって、決算期当時の役員に現任者として説明の任に当たらせることが
でき、より適正な運営が期待できる、として従来から存在した制度である。定時株主
総会が所定の時期に開催されないときに、役員の任期がいつ満了するのかに関しては、
総会の本来開催されるべき時期の経過によって当然に満了すると解されており（株式
会社の取締役の任期に関する通説・判例）、任期伸長規定のみでも任期が不定となる
ことはないとされている。
なお、従来、全国中央会の定款参考例では、組合の役員の任期は、定款の規定をも
ってしても法定の３年を超えることはできないが、３年以内であれば、任期は定款で
自由に定め得ることから、「理事 ○年又は任期中の第○回目の通常総会の終結時ま
でのいずれか短い期間。ただし、就任後第○回目の通常総会が○年を過ぎて開催され
る場合にはその総会の終結時まで任期を伸長する。」という規定を示し、ただし書き
として「任期伸長規定」を示し、例えば、役員の任期を２年以下としている場合、２
年を超える通常総会終結時まで役員の任期を伸長できることを例示していたところで
ある。
今回、法律で任期伸長規定が明示されたことから、定款に任期伸長規定を置けば、
任期を３年としておき、さらに３年を超える通常総会終結時まで任期を伸長すること
が可能となった。
第３６条の５（理事会の権限等）【新設】
第三十六条の五

組合は、理事会を置かなければならない。

２

理事会は、すべての理事で組織する。

３

組合の業務の執行は、理事会が決する。

従来、現第４２条は商法第２６０条（取締役会の権限）の規定を準用していなかっ
たが、会社法第３６２条（取締役会の権限等）の規定に倣い「正条文化」。
ただし、会社法の株式会社においては、取締役一人でも差し支えなく、
「取締役会」
を設置しない機関設計も可能となっていることから、会社法第３６２条第１項は「取
締役会は、すべての取締役で組織する 。」旨の規定となっているのに対し、組合にお
いては定款の定めをもってしても廃止することのできない必要合議機関であることか
ら、本条第１項に「組合は、理事会を置かなければならない 。」旨を規定し、第２項
で「理事会は、すべての理事で組織する。」と規定している。
第３６条の６（理事会の決議）【正条文化及び新設】
第三十六条の六

理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数（これを上回

る割合を定款又は規約で定めた場合にあつては、その割合以上）が出席し、その過半数
（これを上回る割合を定款又は規約で定めた場合にあつては、その割合以上）をもつて
行う。
２

前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

３

組合は、定款の定めるところにより、理事が書面又は電磁的方法により理事会の議決
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に加わることができるものとすることができる。
４

組合は、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当
該提案につき理事（当該事項について議決に加わることができるものに限る 。）の全員
が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき（信用協同組合及び第九条の九
第一項第一号の事業を行う協同組合連合会にあつては、監事が当該提案について異議を
述べたときを除く 。）は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があつたものとみなす
旨を定款で定めることができる。

５

理事が理事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理
事会へ報告することを要しない。

６

会社法第三百六十六条（招集権者）及び第三百六十八条（招集手続）の規定（信用協
同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会以外の組合にあつては、監
査役に係る部分を除く。）は、理事会の招集について準用する。

現第３６条の３の規定の移動及び現第４２条が準用する商法第２６０条の２第２
項、第３項（特別利害関係取締役）の規定を正条文化した結果としての会社法第３６
９条（取締役会の決議）、第３７０条（取締役会の決議の省略）の規定の正条文化。
会社法第３７０条を準用する第４項の新設により、理事会の決議の目的である事項
を事前に提案をし、当該提案につき、理事全員が書面又は電磁的方法により同意の意
思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の決議があったものとみなす旨を定款で
定めることができるようになった。
したがって、現実に理事会を開催することなく、書面のみあるいは電磁的方法のみ
により理事会決議を行うことができることとなった。
第３６条の８（代表理事）【新設】
第三十六条の八

理事会は、理事の中から組合を代表する理事（以下「代表理事」という。）

を選定しなければならない。
２

代表理事は、組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

３

代表理事については、第三十六条の二、民法（明治二十九年法律第八十九号）第四十
四条第一項、第五十四条及び第五十五条並びに会社法第三百五十四条の規定を準用する。

現第４２条が準用していた商法第２６１条（代表取締役）の規定を会社法第３４９
条の規定に変更して正条文化。
会社法第３４９条第２項には、「複数代表制」「
（ 代表取締役が二人以上ある場合に
は、取締役は、各自、株式会社を代表する。」
）が規定されているが、従来、商法第２
６１条第２項に規定されていた「共同代表制」「
（ 数人ノ代表取締役ガ共同シテ会社ヲ
代表スベキコトヲ定ムルコトヲ得」）は採用されず、廃止された。
共同代表取締役の登記制度の趣旨は、代表権の濫用を相互に牽制させるための制度
を設け、これを外部に公示させることにあったところ、相手方が当該代表取締役が単
独代表権を有しているものと信じてトラブルの原因となることが多いとの指摘がなさ
れ、実際には、表見代表取締役の規定（商法第２６２条）によって保護されることが
裁判上通常とされていることなどから、会社法では、共同代表制については、取締役
の代表権に対する単なる内部的制限と位置づけ、これを登記事項から削除することと
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された。なお、同様の理由から、共同代表執行役、共同支配人についても登記事項か
ら削除することとされた。
第３８条の２（理事の責任）→（役員の組合に対する損害賠償責任）【修正】
第三十八条の二

役員は、その任務を怠つたときは、組合に対し、これによつて生じた損

害を賠償する責任を負う。
２

前項の任務を怠つてされた行為が理事会の決議に基づき行われたときは、その決議に
賛成した理事は、その行為をしたものとみなす。

３

前項の決議に参加した理事であつて議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛
成したものと推定する。

４

第一項の責任は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。

５

前項の規定にかかわらず、第一項の責任は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ
重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員がその在職中に組合から職
務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する
額として主務省令で定める方法により算定される額に、次の各号に掲げる役員の区分に
応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額を限度として、総会の決議
によつて免除することができる。
一

代表理事

二

代表理事以外の理事

三

監事

６

六
四

二

前項の場合には、理事は、同項の総会において次に掲げる事項を開示しなければなら
ない。

７

一

責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額

二

前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠

三

責任を免除すべき理由及び免除額
信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会の理事は、第

一項の責任の免除（理事の責任の免除に限る。）に関する議案を総会に提出するには、
各監事の同意を得なければならない。
８

第五項の決議があつた場合において、組合が当該決議後に同項の役員に対し退職慰労
金その他の主務省令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければ
ならない。

現第３８条の２の規定の分割新設。
理事・監事を「役員」として括ったうえで、組合に対する責任（本条）と第三者に
対する責任（第３８条の３）に分割。役員の連帯責任の規定を独立（第３８条の４）。
従来、理事の組合に対する損害賠償責任については、現第３８条の２において準用
する商法第２６６条第２項（理事会の決議に賛成した理事は組合に損害を与える行為
をしたものとみなされる。）、第３項（理事会で異議を唱えたことが議事録に記録され
ていない理事は決議に賛成したものとみなされる。）、第５項（第１項の理事の責任は
総組合員の同意がなければ免除することができない 。）の規定が準用されていたが、
任務懈怠責任の一部免除規定である第７項（善意かつ無重過失の場合の責任の一部免
除制度）の規定は準用されていなかった。
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また、監事の組合に対する損害賠償責任については、現第４２条において準用する
商法第２８７条の規定が準用され、理事との連帯責任とされていた。
役員（理事・監事）は、組合との委任契約に基づき、善良なる管理者の注意をもっ
て職務（委任事務）を執行する義務を負い（善管注意義務 ）、また、組合のために法
令、定款、規約の定め及び総会の決議を遵守して忠実にその職務を執行する義務を負
っている（忠実義務）。これを怠った場合には、これによって生じた損害について、
任務懈怠責任として損害を賠償する責任を負わなければならない。
（１）任務懈怠責任
理事、監事は、その任務を怠ったときは、組合に対し、これによって生じた損害
を賠償する責任を負う（第１項）。
任務を怠ってされた行為が理事会の決議に基づいて行われたときは、その決議に
賛成した理事は、その行為をしたものとみなされ（第２項）、決議に参加した理事
が議事録に異議を唱えた旨の記録がない場合には、その決議に賛成したものとみな
される（第３項）。
（２）任務懈怠責任の一部免除
任務懈怠責任は、原則として総組合員の同意がなければ免除することができない
が（第４項）、商法では、その役員が職務を行うについて、善意かつ無重過失の場
合については、責任の一部免除の制度が設けられていた（商法第２６６条第７項）。
なお、信用協同組合又は第９条の９第１項第１号の事業を行う協同組合連合会の
理事は、理事の責任免除に関する議案を総会に提出するには各監事の同意を得なけ
ればならない（第７項）。
今回導入された任務懈怠責任の一部責任免除制度は、商法第２６６条第７項と同
様、総会の議決により役員の損害賠償責任を事後的に一部免除する制度である（第
５項）。
免除することができない額（最低責任限度額）は、１年間当たりの報酬等相当額
に代表理事は「６」
、代表理事以外の理事は「４」、監事は「２」を乗じて得た額で
ある。
１年間当たりの報酬等相当額の算定方法は施行規則で定められる。一部免除議決
の日の属する事業年度又はその前の各事業年度において当該役員が報酬等（理事に
ついては使用人兼務役員の使用人分を含む。）の額の、事業年度ごとの合計額中最
も高い額を用いることとなる予定。
さらに、一部免除議決の日において既に退職慰労金を受領していた場合において
は、受領した退職慰労金の額（使用人兼務役員の場合は、兼任期間に相当する使用
人分を含む。）を、在職年数と各数のいずれか大きい数で除した額が加算される。
（３）任務懈怠責任の一部免除を行う総会における関連事項の開示
任務懈怠責任の一部免除を提案する総会においては、理事はその関連事項として、
以下の事項を開示しなければならない（第６項）。
① 責任の原因となった事実及び賠償の責任を負う額
② 免除することができる額の限度及びその算定の根拠
③ 責任を免除すべき理由及び免除額
（４）退職慰労金等の総会承認
任務懈怠責任の一部免除の議決があった場合、その総会議決後、役員に対し退職
慰労金その他の財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。
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第３８条の３（理事の責任）→（役員の第三者に対する損害賠償責任）【修正】
第三十八条の三

役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当

該役員は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
２

次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。た
だし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、
この限りでない。
一

理事

次に掲げる行為（信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協

同組合連合会の理事にあつては、イに掲げる行為を除く。）
イ

第四十条第一項に規定する決算関係書類に記載し、又は記録すべき重要な事項に

ついての虚偽の記載又は記録
ロ

虚偽の登記

ハ

虚偽の公告

二

監事

監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は

記録

現第３８条の２の規定の分割新設。
理事・監事を「役員」として括ったうえで、組合に対する責任と第三者に対する責
任を分割。役員の連帯責任の規定を独立（第３８条の４）。
従来、理事の第三者に対する損害賠償責任については、現第３８条の２第２項にお
いて、「その職務を行うにつき悪意又は重大な過失があったときは、その理事は、第
三者に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。」とされ、第３項において、決算関係
書類に「記載すべき重要な事項につき虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告
をしたときも、第三者に対する損害賠償の責に任ずる。ただし、理事がその記載、登
記又は公告をしたことについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限り
ではない。」とされていた。
また、監事の組合に対する損害賠償責任については、現第４２条において準用する
商法第２８７条の規定が準用され、理事との連帯責任とされていた。
本条は、これらについて分割新設されたものであり、実質における変更はない。
第３８条の４（役員の連帯責任）【新設】
第三十八条の四

役員が組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、

他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

現第３８条の２の規定の分割新設。
第４１条（役員の改選）
→（会計帳簿等の作成及び閲覧等）（役員の改選を第４２条に移す。）第１項【新設】
第四十一条

組合は、主務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成し

なければならない。
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２

組合員は、総組合員の十分の一（これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、
その割合）以上の同意を得て、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に
掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのに
これを拒んではならない。
一

会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもつて作成されているときは、当該書面の

閲覧又は謄写の請求
二

会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該
電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は

謄写の請求
３

第一項の規定は、信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連
合会については、適用しない。

会社法の規定に合わせ、本条第１項で、組合が適時に、正確な会計帳簿を作成しな
ければならない旨が規定された（適時性及び正確性の明示）。
会計帳簿の作成の適時性については、会計帳簿に記載すべき事象が発生した都度、
適時に記帳すべきものであるが、税務申告時にまとめて記帳するなど適時性を欠いた
記帳が行われる傾向にあるとして、作成の適時性が明文で規定されたものである。ま
た、会計帳簿の作成の正確性については、会計帳簿及びこれに基づいて作成される計
算書類の適正性を確保し、利害関係人を保護する観点から重要であることから明文で
規定されたものである。
なお、会計帳簿の具体的内容については、主務省令（施行規則）に委任されている。
総組合員の１０分の１（１０分の１を下回る割合を定款で定めた場合ににはその割
合）以上の同意を得た組合員は、組合の業務取扱時間内はいつでも会計帳簿の閲覧・
謄写を請求することができ、組合は、正当な理由がないのにこれを拒むことはできない。
また、閲覧・謄写を請求することができる時間的観念を明確にし、従来の「いつで
も」を「業務取扱時間内は、いつでも」に修正（会社法の規定に合わせた。）。
閲覧・謄写の対象となるのは、会計帳簿が書面をもって作成されているときはその
書面の、電磁的記録をもって作成されているときはその記録された事項を表示したも
のである。

２．商法から会社法への準用の変更に伴う準用条文の変更及び中協法における
正条文化【形式的な改正】
第２条（登記）→第８３条（登記の効力）
第二条

削除

第八十三条

この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつ

て第三者に対抗することができない。

現第２条の削除、第４章「登記」第８３条への移動。
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第３２条（商法の準用）→（設立無効の訴え）
第三十二条

組合の設立の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項（第一号

に係る部分に限る。）及び第二項（第一号に係る部分に限る。）、第八百三十四条（第一
号に係る部分に限る。）、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第
八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条（設立の無効の訴え）の規
定（信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会以外の組合
にあつては、監査役に係る部分を除く。）を準用する。

現第２７条は、組合の設立無効の訴えについて、商法の株式会社の設立の無効の規
定を準用していたが、本条により会社法の会社の組織に関する行為の無効の訴えのう
ちの会社の設立無効の訴えの規定の準用とされた。
第３４条の２（定款の備置き及び閲覧等）
第三十四条の二

組合は、定款、規約及び共済規程（以下この条において「定款等」とい

う。）を各事務所に備え置かなければならない。
２

組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に
掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのに
これを拒んではならない。
一

定款等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二

定款等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された

事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
３

定款等が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、各事務所（主たる事務所
を除く。）における前項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置とし
て主務省令で定めるものをとつている組合についての第一項の規定の適用については、
同項中「各事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。

現第３９条に規定されていた定款、規約、共済規程の備付け及び閲覧等に関する規
定の移動。
「備付け」を「備置き」に修正。
定款等を書面をもって作成した場合と、電磁的記録をもって作成した場合とで、閲
覧・謄写の請求に係る提示の方法が異なるため、両者の方法が示された。
また、定款等が電磁的記録をもって作成されている場合には、主たる事務所でのみ
閲覧・謄写に応じればよいこととされた。
【現第４２条（商法等の準用）については、極力中協法において正条文化する方向での
整理がなされている。】
第３５条の３（組合と役員との関係）
第三十五条の三

組合と役員との関係は、委任に関する規定に従う。

- 12 -

従来、現第４２条は商法第２５４条を準用し、商法第２５４条が「委任に関する規
定」（民法第３編債権第１章総則第１０節）を準用する形であったが、直接、「委任に
関する規定」を準用することとした。
第３６条の２（役員に欠員を生じた場合の措置）
第三十六条の二

役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠け

た場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任
するまで、なお役員としての権利義務を有する。

現第４２条において準用する商法第２５８条（欠員の場合の処置）（会社法第３５１
条）の規定の正条文化。
役員の残任義務を定める規定。
第３６条の３（理事）
第三十六条の三

理事は、法令、定款及び規約並びに総会の決議を遵守し、組合のため忠

実にその職務を行わなければならない。
２

理事については、会社法第三百六十条第一項（株主による取締役の行為の差止め）の
規定を準用する。この場合において、同項中「著しい損害」とあるのは 、「回復するこ
とができない損害」と読み替えるものとする。

３

信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会以外の組合の
理事については、会社法第三百五十三条（株式会社と取締役との間の訴えにおける会社
の代表）及び第三百六十四条（取締役会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の
代表）の規定を準用する。

現第４２条において準用する商法２５４条において準用する民法６４４条（善管注
意義務）の規定及び商法第２５４条ノ３（忠実義務 ）（会社法第３３０条が準用する
委任の規定のうち民法第６４４条（善管注意義務）の規定及び会社法第３５５条（忠
実義務））の規定の正条文化。
現第４２条において準用する商法２７２条（株主の取締役に対する差止請求権）
（会
社法第３６０条）の規定の正条文化。
第３６条の４（監事）
第三十六条の四

監事は、理事の職務の執行（信用協同組合及び第九条の九第一項第一号

の事業を行う協同組合連合会以外の組合の監事にあつては、会計に関するものに限る。）
を監査する。
２

信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会以外の組合の
監事については、会社法第三百八十九条第四項及び第五項の規定を準用する。この場合
において、同条第四項第二号中「法務省令」とあるのは、「主務省令」と読み替えるも
のとする。
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現第４２条において準用する商法特例法（「株式会社の監査等に関する商法の特例
に関する法律」）第２２条（監査役の職務及び権限）
（会社法第３８１条、第３８９条）
の規定の正条文化。
会計監査に限定される監事の職務。監事の報告請求権、調査権。
第３６条の７（理事会の議事録）
第三十六条の七

理事会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作

成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事は、これに署名し、
又は記名押印しなければならない。
２

前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記
録された事項については、主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなけ
ればならない。

３

組合は、理事会の日（前条第四項の規定により理事会の決議があつたものとみなされ
た日を含む。次項において同じ 。）から十年間、第一項の議事録又は同条第四項の意思
表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録（以下この条において「議事
録等」という。）をその主たる事務所に備え置かなければならない。

４

組合は、理事会の日から五年間、議事録等の写しをその従たる事務所に備え置かなけ
ればならない。ただし、当該議事録等が電磁的記録をもつて作成されている場合であつ
て、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措
置として主務省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。

５

組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に
掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのに
これを拒んではならない。
一

議事録等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲

覧又は謄写の請求
二

議事録等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録され

た事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

現第４２条が準用する商法第２６０条の４（理事会の議事録）（会社法第３６９条
第３項、第４項（取締役会の決議）、第３７１条（議事録等）
）の規定の正条文化。
第１項は、「議事録が書面で作成されているときは、出席理事がこれに署名し、又
は記名押印しなければならない。
」とし、
「署名」のみで差し支えないことが明示された。
また、第２項は、議事録が電磁的記録をもって作成されている場合においては、
「主
務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらねばならない。」とし、同措置
は「電子署名」とされる予定。
第３８条の３（役員の第三者に対する責任）
第三十八条の三

役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当

該役員は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
２

次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。た
だし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、
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この限りでない。
一

理事

次に掲げる行為（信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協

同組合連合会の理事にあつては、イに掲げる行為を除く。）
イ

第四十条第一項に規定する決算関係書類に記載し、又は記録すべき重要な事項に

ついての虚偽の記載又は記録
ロ

虚偽の登記

ハ

虚偽の公告

二

監事 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

現第３８条の２の規定の分割新設。
第３８条の４（役員の連帯責任）
第三十八条の四

役員が組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、

他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

現第３８条の２の規定の分割新設。
第３９条（定款その他の書類の備付け及び閲覧等）→（役員の責任を追及する訴え）
【修正】
第三十九条

役員の責任を追及する訴えについては、会社法第七編第二章第二節（第八百

四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条を除き、
信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会以外の組合にあ
つては、監査役に係る部分を除く。）（株式会社における責任追及等の訴え）の規定を準
用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあ
るのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

現第４２条において準用する商法第２６７条（株主代表訴訟）の規定の正条文化。
本条において、役員の責任を追及する訴えについて、商法第２６７条（株主代表訴
訟）の規定に相当する会社法第７編雑則第２章訴訟第２節株式会社における責任追及
等の訴え（会社法第８４７条以下）の規定を準用している。
（１）株主代表訴訟
株主代表訴訟とは、役員等の会社に対する損害賠償責任等につき、株主が会社に
代わって責任追及をする訴訟形態である。
平成５年商法改正で裁判費用が低額で済むようになり（会社法第８４７条第６項、
民事訴訟費用法第４条第２項、別表第一。１３，０００円）、株主自らによる経営
監督手段として活用されている。
（２）提訴請求から代表訴訟の提起まで
本条では、６か月（定款で短縮可能）前から引き続き持分を有する組合員は、組
合に対し、自発的な責任追及訴訟の提起を書面その他主務省令で定める方法により
促さなければならない（会社法第８４７条第１項。提訴請求）。
① 資格要件
組合が、組合員からの提訴請求後６０日以内に訴訟提起をしない場合にはじめて、
- 15 -

組合員代表訴訟を提起することができる（同条第３項）。ただし、この期間の経過
により組合に回復することができない損害が生ずるおそれがある場合には、提訴請
求を経ずに代表訴訟を提起することができる（同条第５項）。
② 提訴請求の方式
書面その他の主務省令で定める方法によらなければならない。
③ 不当な提訴請求の禁止
組合員若しくは第三者の不正な利益を図り、又は組合に損害を与えることを目的
とする場合などの不当な提訴請求は禁止されている（同条第１項ただし書き）。
④ 不提訴理由通知制度
提訴請求を受けた組合は、６０日以内に責任追及訴訟を提起しない場合において、
当該請求組合員又は当該役員等から請求を受けたときは、遅滞なく、責任追及訴訟
請求を提起しない理由を、書面その他の主務省令で定める方法により通知しなけれ
ばならない（同条第４項）。
（３）組合員代表訴訟における手続
① 担保提供命令制度
組合員代表訴訟が提起されたときは、被告は、代表訴訟の提起が「悪意によるも
の」であることを疎明して、当該組合員に対し相当の担保を立てることを命じるこ
とを申し立てることができる（同条第７項、第８項）。
② 訴訟参加
組合員又は組合は、共同訴訟人として、又は当事者の一方を補助するため、責任
追及訴訟（代表訴訟を含む。）に参加することができる（同法第８４９条）。
③ 和解
責任追及訴訟（代表訴訟を含む。）における和解の手続については、民事訴訟法
第２６７条（「和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記
載は、確定判決と同一の効力を有する。」）の規定は、組合が責任追及等の訴えに係
る訴訟における和解の当事者でない場合には、当該組合の承認がある場合を除き、
当該訴訟の目的については適用しないこととされている（同法第８５０条第１項）。
この場合、裁判所は、組合に対し、和解の内容を通知し、かつ、当該和解に異議
があるときは２週間以内に異議を述べるべき旨を催告しなければならない（同条第
２項）。
組合が２週間以内に書面により異議を述べなかったときは、裁判所の通知の内容
で組合員が和解をすることを承認したものとみなされる（同条第３項）。
責任追及等の訴えに係る訴訟における和解をする場合には、役員等の損害賠償責
任に関する総組合員の同意による免除等の規定は、責任追及等の訴えに係る訴訟に
おける和解をする場合には適用されない（同条第４項）。
④ 費用等の請求
代表訴訟を提起した組合員が勝訴した場合、当該組合員は当該組合に対し、敗訴
被告に転嫁することができない必要費用や弁護士報酬等につき、相当額の支払いを
請求することができる（同法第８５２条第１項）。組合員が敗訴した場合であって
も、悪意があったときを除き、当該組合員は当該組合に対し、損害賠償義務を負わ
ない（同条第２項）。訴訟参加した組合員についても同様である（同条第３項）。
⑤ 再審の訴え
原告と被告とが共謀して、組合の権利を害する目的をもって責任追及訴訟につき
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判決をさせた場合、その判決が確定した場合であっても再審の訴えを提起すること
ができる（同法第８５３条）。
第４０条（決算関係書類の提出、備付け及び閲覧）
→（決算関係書類の提出、備置き及び閲覧）
【修正】
第四十条

理事は、通常総会の会日の一週間前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照

表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案（以下この条において「決算関係書類」
という。）を監事に提出し、又は提供し、かつ、決算関係書類を主たる事務所に備え置
かなければならない。
２

決算関係書類は、電磁的記録をもつて作成することができる。

３

理事は、監事の意見を記載した書面又はこれに記載すべき事項を記録した電磁的記録
を添付して決算関係書類を通常総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければな
らない。

４

組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に
掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのに
これを拒んではならない。
一

決算関係書類が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二

決算関係書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録

された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
５

（略）

「備付け」を「備置き」に修正。
閲覧・謄写を請求することができる時間的観念を明確にし、従来の「いつでも」を
「業務取扱時間内は、いつでも」に修正（会社法の記述に合わせた。）。
第４０条の２（会計帳簿等の閲覧等）【削除。第４１条に移す。】
第四十条の二
第四十一条

削除
組合は、主務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成し

なければならない。
２

組合員は、総組合員の十分の一（これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、
その割合）以上の同意を得て、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に
掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのに
これを拒んではならない。
一

会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもつて作成されているときは、当該書面の

閲覧又は謄写の請求
二

会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該
電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は

謄写の請求
３

第一項の規定は、信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連
合会については、適用しない。
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第４２条（商法等の準用）→（役員の改選）【修正、新設】
第四十二条

組合員は、総組合員の五分の一（これを下回る割合を定款で定めた場合にあ

つては、その割合）以上の連署をもつて、役員の改選を請求することができるものとし、
その請求につき総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役
員は、その職を失う。
２・３
４

（略）

第一項の規定による改選の請求をする者は、前項の書面の提出に代えて、政令で定め
るところにより、組合の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により
提供することができる。

５〜８

（略）

現第４１条の役員の改選の規定の整理。
第１項【修正】 総組合員の５分の１以上の連署による役員改選請求に係る規定で
あるが、５分の１を下回る割合を定款で定めることができることが明示された。
第４項【新設】 電磁的方法による役員改選請求の組合への提出の認容。
第４５条（参事及び会計主任）【修正、新設】
第四十五条

組合員は、総組合員の十分の一（これを下回る割合を定款で定めた場合にあ

つては、その割合）以上の同意を得て、組合に対し、参事又は会計主任の解任を請求す
ることができる。
２

（略）

３

第一項の規定による解任の請求をする者は、前項の書面の提出に代えて、政令で定め
るところにより、組合の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により
提供することができる。

４〜７

（略）

第１項【修正】 総組合員の１０分の１以上の同意による参事又は会計主任の解任
請求に係る規定であるが、１０分の１を下回る割合を定款で定めることができること
が明示された。
第３項【新設】 参事又は会計主任の解任請求を、書面に代えて、組合の承諾を得
て、電磁的方法により提供することができることとされた。
第４７条（総会の招集）【修正】
第四十七条
２

（略）

組合員が総組合員の五分の一（これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、そ
の割合）以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理
事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から二十
日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。

３・４

（略）
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第２項 総組合員の５分の１以上の同意による臨時総会招集請求に係る規定である
が、５分の１を下回る割合を定款で定めることができることが明示された。
第４８条（総会の招集）【修正】
第四十八条

前条第二項の規定による請求をした組合員は、同項の請求をした日から十日

以内に理事が総会招集の手続をしないときは、行政庁の承認を得て総会を招集すること
ができる。理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組合員の五分の一（こ
れを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合）以上の同意を得たときも同
様である。

理事の職務を行う者がない場合、総組合員の５分の１以上の同意を得、かつ、行政
庁の承認を得て自らが行う臨時総会招集に係る規定であるが、５分の１を下回る割合
を定款で定めることができることが明示された。
第４９条（総会招集の手続）【修正】
第四十九条

総会の招集は、会日の十日（これを下回る期間を定款で定めた場合にあつて

は、その期間）前までに、会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてし
なければならない。
２

総会の招集は、この法律に別段の定めがある場合を除き、理事会が決定する。

３

第一項の規定にかかわらず、総会は、組合員の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ることなく開催することができる。

第１項【修正】 総会招集の手続としての招集期間について、会日の１０日前を下
回る期間を定款で定めることができることが明示された。
第２項【新設】 総会の招集は理事会が決定することが明示された。
第３項【新設】 組合員全員の同意があるときは招集の手続を経ることなく総会を
開催することができることとされた。
第５３条（特別の議決）第６号【新設】
第五十三条

次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多

数による議決を必要とする。
一

定款の変更

二

組合の解散又は合併

三

組合員の除名

四

事業の全部の譲渡

五

組合員の出資口数に係る限度の特例

六

第三十八条の二第五項の規定による責任の免除

第３８条の２第５項の規定による役員の責任の免除が特別議決事項として新設された。
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第５３条の２（延期又は続行の決議）【現第５４条の商法準用を正条文化】
第五十三条の二

総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第四十

九条の規定は、適用しない。

総会開始前にその総会の開催自体を先に延ばすことを「延期」、総会において議案
の審議を開始した後に議事を中断し残る議案の審議を後日開催する総会において行う
ことを「続行」という。延期又は続行の議決をした場合には、その総会は同一性を保
持しながら継続するから、改めて開催手続を必要とせず、議決された日時に当然に再
開することになる。
続行の議決（過半数）がなされた場合、総会を２週間以内に開催するのであれば「継
続会」となるが、２週間を超えて開催する場合には「臨時総会」となり、改めて招集
手続をとることが必要となると解されている。
この場合、継続会において議決権を行使し得る組合員は、最初の総会に出席するこ
とのできた組合員はもちろんのこと、最初の総会に欠席した組合員であっても継続会
において議決権を行使できる。
最初の総会に提出された委任状は、「継続会」においても効力を有する。ただし、
最初の総会の後に、本人が代理権の授与行為を撤回したときは委任状は「無効」とな
り、代理権の授与行為の撤回が立証されないときは、代理権があり、委任状は「有効」
であると解されている（通説・判例）。
第５３条の３（総会の議事録）【現第５４条の商法準用を正条文化】
第五十三条の三

総会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成

しなければならない。
２

組合は、総会の会日から十年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなけれ
ばならない。

３

組合は、総会の会日から五年間、第一項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置
かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合で
あつて、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするため
の措置として主務省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。

４

組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に
掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのに
これを拒んではならない。
一

第一項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写

しの閲覧又は謄写の請求
二

第一項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記

録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

総会の議事については議事録を作成しなければならない。この議事録には、議事の
経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した理事が署名することになっている。
主たる事務所への議事録の備置き期間は１０年間であり、従たる事務所には５年間
その写しを備え置かなければならない。ただし、その議事録が電磁的記録で作成され
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ている場合であって、従たる事務所でこれを表示できるようにしてある場合には、議
事録の写しを備え置く必要はない。
組合員及び組合の債権者は、組合に対して、業務取扱時間内はいつでも総会議事録
の閲覧・謄写を請求できる。
第５４条（商法の準用）
→（総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え）【修正】
第五十四条

総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社

法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条（第十六号及び第十七号に係る部分
に限る。）、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、
第八百三十八条並びに第八百四十六条（株主総会の決議の不存在若しくは無効の確認又
は取消しの訴え）の規定（信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同
組合連合会以外の組合にあつては、監査役に係る部分を除く。）を準用する。

総会の決議の不存在・無効の確認・取消しの訴えについては、会社法の規定を準用
している。
１．総会の決議の不存在・無効の確認の訴え
総会の決議については、決議が存在しないことの確認及び決議の内容が法令に
違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、裁判所に訴えをも
って請求することができる（会社法第８３０条）。
２．総会の決議の取消しの訴え
組合員は、総会の決議の日から３カ月以内に訴えをもって当該決議の取消しを
請求することができる（会社法第８３１条）。
ただし、決議の取消しを請求することができるのは、次の場合に限られている。
①総会の招集の手続又は決議の方法が法令・定款に違反し、又は著しく不公正な
とき、②総会の決議の内容が定款に違反するとき、③総会の決議について特別の
利害関係を有する者が議決権を行使したことによって著しく不当な決議がされた
とき。
第５６条の２（債権者の異議）【新設】
第五十六条の二

組合が出資一口の金額の減少をする場合には、組合の債権者は、当該組

合に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。
２

前項の場合には、組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金
の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告し
なければならない。ただし、第二号の期間は、一月を下ることができない。

３

一

出資一口の金額を減少する旨

二

債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
前項の規定にかかわらず、組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第三十三条

第四項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法により
するときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
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４

債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該出
資一口の金額の減少について承認をしたものとみなす。

５

債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べたときは、組合は、当該債権者に対し、
弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的
として信託会社等（信託会社及び信託業務を営む金融機関（金融機関の信託業務の兼営
等に関する法律（昭和十八年法律第四十三号）第一条第一項の認可を受けた金融機関を
いう。）をいう。）に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該出資一口の金
額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

組合が出資一口の金額の減少をする場合には、組合の債権者は、異議を述べること
ができる。この場合には、組合は、①出資一口の金額を減少する旨、②債権者が一定
の期間内（１カ月）に異議を述べることができる旨を官報に公告し、かつ、預金者、
定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこ
れを催告しなければならない。
官報公告のほか、日刊新聞紙公告又は電子公告を行った場合には、各別の催告は不
要となる。
第５７条（出資一口の金額の減少の無効の訴え）【修正】
第五十七条

組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては、会社法第八百二十八

条第一項（第五号に係る部分に限る。）及び第二項（第五号に係る部分に限る。）、第八
百三十四条（第五号に係る部分に限る。）、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から
第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定（信用協同組合及び第九条の九第一項
第一号の事業を行う協同組合連合会以外の組合にあつては、監査役に係る部分を除く。）
を準用する。

組合の出資一口金額の減少無効の訴えについては、会社法の株式会社における資本
金の額の減少の無効の訴えの規定を準用することとされた。
したがって、出資一口金額の減少無効の訴えは、その効力が生じた日から６カ月以
内に、組合員、破産管財人、出資一口の金額の減少について承認をしなかった債権者
に限り訴えを提起することができる。
【合併に関する規定が吸収合併と新設合併に区分された上、全面的に整理された。】
平成９年の商法改正により、株式会社の合併の規定が整備され、新設合併、吸収合併
に分けて整理された。
会社法においても、合併に関する規定はそのまま維持されており、会社法となったこ
とに起因する改正はなされていない。
中協法では、従来から第６４条で、「各組合がそれぞれ総会において組合員のうちか
ら設立委員を選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し、その他必要な
行為をしなければならない。」とされている。
株式会社においては、合併に当たって、各社の代表取締役が考えて行動すればよいが、
組合にあっては、設立委員を選任して、設立委員全員一致で定款、役員の選任に当たる
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こととなる。
総会において組合員のうちから選任するのであるから、代表理事も設立委員となるこ
とが想定されており、権限についても、合併後の組合の「定款を作成し、その他必要な
行為をしなければならない」と明確に規定されている。
なお、今回の「整備法」による改正を機に、会社法の合併の規定を準用する形で債権
者保護規定が追加されている。
第６３条（合併契約）
第六十三条

組合は、他の組合と合併をすることができる。この場合においては、合併を

する組合は、合併契約を締結しなければならない。

第６３条の２（吸収合併）
第六十三条の二

組合が吸収合併（組合が他の組合とする合併であつて、合併により消滅

する組合の権利義務の全部を合併後存続する組合に承継させるものをいう。以下この章
において同じ。）をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなけ
ればならない。
一

吸収合併後存続する組合（以下この章において「吸収合併存続組合」という。）及

び吸収合併により消滅する組合（以下この章において「吸収合併消滅組合」という。）
の名称及び住所
二

吸収合併存続組合の地区及び出資一口の金額（吸収合併存続組合が企業組合である

場合にあつては、出資一口の金額）
三

吸収合併消滅組合の組合員に対する出資の割当てに関する事項

四

吸収合併消滅組合の組合員に対して支払をする金額を定めたときは、その定め

五

吸収合併がその効力を生ずべき日（以下この章において「効力発生日」という。）

六

その他主務省令で定める事項

第６３条の３（新設合併）
第六十三条の三

二以上の組合が新設合併（二以上の組合がする合併であつて、合併によ

り消滅する組合の権利義務の全部を合併により設立する組合に承継させるものをいう。
以下この章において同じ 。）をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項
を定めなければならない。
一

新設合併により消滅する組合（以下この章において「新設合併消滅組合」という。）
の名称及び住所

二

新設合併により設立する組合（以下この章において「新設合併設立組合」という。）
の事業、名称、地区、主たる事務所の所在地及び出資一口の金額（新設合併設立組合
が企業組合である場合にあつては、事業、名称、主たる事務所の所在地及び出資一口
の金額）

三

新設合併消滅組合の組合員に対する出資の割当てに関する事項
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四

新設合併消滅組合の組合員に対して支払をする金額を定めたときは、その定め

五

その他主務省令で定める事項

第６３条の４（吸収合併消滅組合の手続）
第六十三条の四

吸収合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれか早い日から吸収合併の効

力が生ずる日までの間、吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又
は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
一

第三項の総会の会日の二週間前の日

二

第四項において準用する第五十六条の二第二項の規定による公告の日又は第四項に

おいて準用する同条第二項の規定による催告の日のいずれか早い日
２

吸収合併消滅組合の組合員及び債権者は、当該吸収合併消滅組合に対して、その業務
取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第
四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅組合の定めた費用を支払わなければな
らない。
一

前項の書面の閲覧の請求

二

前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三

前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの

閲覧の請求
四

前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものに

より提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
３

吸収合併消滅組合は、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、合併契約の承
認を受けなければならない。

４

吸収合併消滅組合については、第五十六条の二の規定を準用する。

５

吸収合併消滅組合は、吸収合併存続組合との合意により、効力発生日を変更すること
ができる。

６

前項の場合には、吸収合併消滅組合は、変更前の効力発生日（変更後の効力発生日が
変更前の効力発生日前の日である場合にあつては、当該変更後の効力発生日）の前日ま
でに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。

７

第五項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日
とみなして、この条、次条及び第六十五条の規定を適用する。

第６３条の５（吸収合併存続組合の手続）
第六十三条の五

吸収合併存続組合は、次に掲げる日のいずれか早い日から吸収合併の効

力が生じた日後六月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他主務省令で定め
る事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなけ
ればならない。
一

吸収合併契約について総会の決議によつてその承認を受けなければならないときは、当
該総会の会日の二週間前の日

二

第五項の規定による公告又は通知の日のいずれか早い日
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三

第六項において準用する第五十六条の二第二項の規定による公告の日又は第六項に

おいて準用する同条第二項の規定による催告の日のいずれか早い日
２

吸収合併存続組合の組合員及び債権者は、当該吸収合併存続組合に対して、その業務
取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第
四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続組合の定めた費用を支払わなければな
らない。
一

前項の書面の閲覧の請求

二

前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三

前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの

閲覧の請求
四

前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて吸収合併存続組合の定め

たものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
３

吸収合併存続組合は、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、吸収合併契約
の承認を受けなければならない。ただし、吸収合併消滅組合の総組合員の数が吸収合併
存続組合の総組合員の数の五分の一を超えない場合であつて、かつ、吸収合併消滅組合
の最終の貸借対照表により現存する総資産額が吸収合併存続組合の最終の貸借対照表に
より現存する総資産額の五分の一を超えない場合の合併については、この限りでない。

４

吸収合併存続組合が前項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併をする場合
において、吸収合併存続組合の総組合員の六分の一以上の組合員が次項の規定による公
告又は通知の日から二週間以内に合併に反対する旨を吸収合併存続組合に対し通知した
ときは、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けな
ければならない。

５

吸収合併存続組合が第三項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併をする場
合には、吸収合併存続組合は、効力発生日の二十日前までに、合併をする旨並びに吸収
合併消滅組合の名称及び住所を公告し、又は組合員に通知しなければならない。

６

吸収合併存続組合については、第五十六条の二の規定を準用する。

７

吸収合併存続組合は、吸収合併の効力が生じた日後遅滞なく、吸収合併により吸収合
併存続組合が承継した吸収合併消滅組合の権利義務その他の吸収合併に関する事項とし
て主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければ
ならない。

８

吸収合併存続組合は、吸収合併の効力が生じた日から六月間、前項の書面又は電磁的
記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

９

吸収合併存続組合の組合員及び債権者は、当該吸収合併存続組合に対して、その業務
取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第
四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続組合の定めた費用を支払わなければな
らない。
一

前項の書面の閲覧の請求

二

前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三

前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの

閲覧の請求
四

前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて吸収合併存続組合の定め

たものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
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第６３条の６（新設合併消滅組合の手続）
第六十三条の六

新設合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれか早い日から新設合併設立

組合の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、
又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
一

第三項の総会の会日の二週間前の日

二

第四項において準用する第五十六条の二第二項の規定による公告の日又は第四項に

おいて準用する同条第二項の規定による催告の日のいずれか早い日
２

新設合併消滅組合の組合員及び債権者は、当該新設合併消滅組合に対して、その業務
取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第
四号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅組合の定めた費用を支払わなければな
らない。
一

前項の書面の閲覧の請求

二

前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三

前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの

閲覧の請求
四

前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて新設合併消滅組合の定め

たものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
３

新設合併消滅組合は、総会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければなら
ない。

４

新設合併消滅組合については、第五十六条の二の規定を準用する。

第６４条（新設合併設立組合の手続等）
第六十四条

第四節（第三十条を除く。）の規定は、新設合併設立組合の設立については、

適用しない。
２

合併によつて組合を設立するには、各組合がそれぞれ総会において組合員のうちから
選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為を
しなければならない。

３

前項の規定による役員の任期は、最初の通常総会の日までとする。

４

第二項の規定による設立委員の選任については、第五十三条の規定を準用する。

５

第二項の規定による役員の選任については、第三十五条第四項本文及び第五項本文の
規定を準用する。

６

新設合併設立組合は、成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立組合が承継
した新設合併消滅組合の権利義務その他の新設合併に関する事項として主務省令で定め
る事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。

７

新設合併設立組合は、成立の日から六月間、前項の書面又は電磁的記録をその主たる
事務所に備え置かなければならない。

８

新設合併設立組合の組合員及び債権者は、当該新設合併設立組合に対して、その業務
取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第
四号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立組合の定めた費用を支払わなければな
らない。
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一

前項の書面の閲覧の請求

二

前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三

前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの

閲覧の請求
四

前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて新設合併設立組合の定め

たものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

組合が他の組合と合併するには、合併契約を締結する必要がある（第６３条）。
組合の合併には、吸収合併と新設合併とがある。いずれの場合も法律の手続によっ
て行うこととなる。
１．吸収合併
吸収合併については、吸収合併契約において、存続組合及び消滅組合の名称、住所、
存続組合の地区、出資一口金額等を定め（第６３条の２ ）、この合併契約内容を記載
した書面又は記録した電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない（第６
３条の４）。
債権者保護手続きについては、出資一口の金額の減少の規定（第５６条の２）を準
用している（第６３条の４）。
消滅組合の組合員及び債権者は、吸収合併契約の内容を記載した書面又は記録した
電磁的記録の閲覧・謄写等を請求することができる。
消滅組合は、総会で合併契約の承認を受けなければならない。ただし、消滅組合の
総組合員数が存続組合の総組合員数の５分の１を超えない場合であって、かつ、消滅
組合の総資産額が存続組合の総資産額の５分の１を超えない場合の合併については総
会の承認は不要である（第６３条の５）。
２．新設合併
新設合併については、新設合併契約において、消滅組合の名称、住所、設立組合の
事業、名称、地区、主たる事務所の所在地及び出資一口の金額等を定め（第６３条の
３）、消滅組合は、この合併契約内容を記載した書面又は記録した電磁的記録を主た
る事務所に備え置かなければならない（第６３条の６）。
新設合併設立組合の設立については、第４節（設立）の規定は適用されない（第６４条）
。
組合の合併は、行政庁の認可を受けなければその効力を生じない。この認可につい
ては、設立の認可基準に関する規定が準用されている（第２７条の２第４項〜第６項）。
第４章登記
登記に関する条文が、節・款を置いて整理された。
経過措置
中協法の一部改正に伴う経過措置として、以下の措置が取られる。
（中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置）
第３９７条 中小企業等協同組合（以下この条において「組合」という。）の役員又
は清算人の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
２ 施行日前に前条の規定による改正前の中小企業等協同組合法（以下「旧協同組合
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法」という。）第５６条第１項の決議をするための総会（総代会を設けているとき
は、総代会。以下この条において同じ。）の招集の手続が開始された場合における
出資一口の金額の減少については、なお従前の例による。ただし、出資一口の金額
の減少に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の中小企業等
協同組合法（以下「新協同組合法」という。）の定めるところによる。
３ 施行日前に旧協同組合法第５７条の２の２第１項又は第２項の決議をするための
総会の招集の手続が開始された場合における同条第１項又は第２項に規定する責任
共済等の事業の全部若しくは一部の譲渡又は共済契約を移転する契約については、
なお従前の例による。
４ 施行日前に旧協同組合法第５７条の３第２項の決議をするための総会の招集の手
続が開始された場合における同項に規定する営業の一部又は事業の全部若しくは一
部の譲受けについては、なお従前の例による。
５ 施行日前に生じた旧協同組合法第６２条第１項各号に掲げる事由により組合が解
散した場合又は施行日前に同条第３項の規定により組合が解散した場合における組
合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項
については、新協同組合法の定めるところによる。
６ 施行日前に合併契約が締結された場合における組合の合併については、なお従前
の例による。ただし、合併に関する登記の登記事項については、新協同組合法の定
めるところによる。
７ 施行日前に生じた旧協同組合法第８２条の１３第１項各号に掲げる事由により中
小企業団体中央会が解散した場合における中小企業団体中央会の清算については、
なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新協同組
合法の定めるところによる。
８ 施行日前に提起された、組合の出資一口の金額の減少の無効の訴え、旧協同組合
法第５７条の２の２第１項に規定する責任共済等の事業の全部若しくは一部の譲渡
の無効の訴え、旧協同組合法第５７条の２の２第３項に規定する責任共済等の事業
に係る財産の移転の無効の訴え、旧協同組合法第５７条の３第１項若しくは第２項
に規定する事業の全部の譲渡若しくは譲受けの無効の訴え又は合併の無効の訴えに
ついては、なお従前の例による。
９ 施行日前に組合員が旧協同組合法第４２条において準用する旧商法第２６７条第
１項の訴え又は旧協同組合法第６９条において準用する旧商法第２６７条第１項の
訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。
10 施行日前に提起された組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定
した場合における組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関
する登記の登記事項については、新協同組合法の定めるところによる。
11 施行日前に申立て又は裁判があった旧協同組合法の規定による非訟事件（清算に
関する事件を除く。次項において同じ。）の手続については、なお従前の例による。
12 この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手
続についても、前項と同様とする。
13 新協同組合法において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがあ
る場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、旧協同組合法におい
て準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。
14 施行日前にした旧協同組合法において準用する旧商業登記法の規定による処分、
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手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新協同組合法におい
て準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
15 施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例
による。
16 施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料
については、なお従前の例による。
17 施行日前に組合がその従たる事務所の所在地でした参事の選任の登記は、その登
記をした日に、組合がその主たる事務所の所在地でしたものとみなす。
18 登記官は、この法律の施行の際現に従たる事務所の所在地における参事の登記が
存するときは、職権で、当該登記を主たる事務所の所在地における登記簿に移さな
ければならない。
19 この法律の施行の際現に存する旧協同組合法第１０３条において準用する旧商業
登記法第５６条の２第１項の規定による指定は、新協同組合法第１０３条において
準用する新商業登記法第４９条第１項の規定による指定とみなす。
20 第２項又は第６項の規定によりなお従前の例によることとされる組合の出資一口
の金額の減少又は合併に関する登記を申請する場合における登記に関する手続につ
いては、なお従前の例による。
21 第１３項から前項までに定めるもののほか、前条の規定による中小企業等協同組
合法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定
める。
22 この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合において必要な技術的
読替えは、内閣府令・財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国
土交通省令で定める。

３．整備法による中団法の主な改正点
協業組合及び商工組合については、中協法の準用規定が多数存在するが、これらの準
用規定は、すべて中協法が改正されたとおりの改正を受けているので、該当条文が準用
している中協法の条文の解説を参照いただきたい。
なお、第４章組織変更第２節（第１００条の３から第１００条の１４まで）組合から
会社への組織変更に係る規定が見直されている。
１．会社への組織変更規定の改正
（１）有限会社への組織変更規定の削除
第４章組織変更第２節の題名が「株式会社又は有限会社への組織変更」から「株式
会社への組織変更」に改正された。
会社法の施行後、既存の有限会社は、会社法において株式会社と観念され、整備法
において特例有限会社として存在し続けるが、新規の有限会社の設立は認められない
こととなった。
この結果、組合から会社への組織変更についても、有限会社への組織変更は認めら
れないこととなった。
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（２）組織変更計画の内容の改正
現行法では「組織変更計画書」を総会において承認を受けなければならないことと
しているが、改正後は「組織変更計画」の承認を受けることとされ、また、現行法で
は、その総会において、組織変更後の会社の取締役及び監査役となるべき者を選任し
なければならないこととされていたが、改正後は、組織変更計画に取締役の氏名のほ
か、組織変更株式会社が、①会計参与設置会社である場合には会計参与の氏名又は名
称、②監査役設置会社（監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款
の定めがある株式会社を含む。）である場合には監査役の氏名、③会計監査人設置会
社である場合には会計監査人の氏名又は名称を定めなければならないこととされた。
（３）効力発生日
現行法では、登記については第１００条の１１において、「組織変更に必要な行為
を終わってから主たる事務所及び本店の所在地においては２週間以内に、従たる事務
所及び支店の所在地においては３週間以内に、組織変更前の組合については協同組合
法第８８条（第５条の２３第５項において準用する場合を含む 。）の登記を、組織変
更後の株式会社については商法第８１８条第２項に規定する登記を、組織変更後の有
限会社については有限会社法（昭和１３年法律第７４号）第１３条第２項に規定する
登記をしなければならない」とされている。
そして、組織変更の効力発生日については、第１００条の１２において、「組織変
更は、本店の所在地において前条第１項の規定による登記をすることによって効力を
生ずる」ものとされており、登記の日が効力発生日とされている。
また、組織変更に反対した組合員は持分の払戻しを請求することにより「組織変更
の日」（＝登記の日）に脱退することができることとされている（第１００条の６）。
これに対して、改正後は、効力発生日については、第１００条の４において、「組
織変更がその効力を生ずる日」を組織変更計画において定めることとされ、登記につ
いては、第１００条の１４において、「効力発生日から２週間以内にその主たる事務
所及び本店の所在地において、組織変更前の組合については協同組合法第９１条第５
条の２３第５項において準用する場合を含む。）の登記（清算結了の登記）を、組織
変更後株式会社については会社法第９１１条の登記（株式会社の設立の登記）をしな
ければならない」こととされた。
また、組織変更に反対した組合員は持分の払戻しを請求することにより「効力発生
日」（＝組織変更計画においてあらかじめ定めた日）に脱退することができることと
されている（第１００条の６）。
（４）組織変更の議決の公告等
組織変更の議決の公告等については、第１００条の５において、「組合が、組織変
更後の議決を行ったときは、当該議決の日から２週間以内に、議決の内容及び貸借対
照表を公告しなければならない。」こととされており、この点に変更はない。
債権者保護手続については、現行法が商法第１００条の規定を準用していたのに対
し、改正後は、同条会社法を準用せず正条文化している。
（５）新会社の資本及び理事の填補責任
現行法では、第１００条の８において、「組織変更後の会社の資本の額は、組織変
更時に組織変更前の組合に現に存する純資産額を上回ることができない」こととされ
ており、「組織変更時における組織変更後の会社に現に存する純資産額が資本の額に
不足するときは、組織変更の議決の当時の組合の理事は、組織変更後の会社に対し連
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帯してその不足額を支払う義務を負う」こととされている。
これに対して、改正後においては、第１００条の８において、「組織変更に際して
資本準備金として計上すべき額その他組織変更に際しての計算に関し必要な事項は、
主務省令で定める」こととされた。
これは、会社法における株式会社については、商法で１，０００万円とされていた
株式会社設立時の最低資本金規制が撤廃されたことに対応するものであるが、債務超
過の組合の会社への組織変更の可否、組織変更後の会社の純資産額が資本の額に不足
するときの組織変更の議決の当時の組合の理事の填補責任等の詳細については主務省
令で定めることとされている。
第６章 罰 則
組合の理事又は中央会の会長等に対する罰金額の引上げが行われている。
経過措置
中団法の一部改正に伴う経過措置として、以下の措置が取られる。
（中小企業団体の組織に関する法律の一部改正に伴う経過措置）
第４１４条 協業組合、商工組合又は商工組合連合会（以下この条において「組合」
と総称する。）の役員又は清算人の施行日前の行為に基づく損害賠償責任について
は、なお従前の例による。
２ 施行日前に前条の規定による改正前の中小企業団体の組織に関する法律（以下こ
の条において「旧団体組織法」という。）第５条の２３第３項又は第４７条第２項
において準用する旧協同組合法第５６条第１項の決議をするための総会（総代会を
設けているときは、総代会。以下この条において同じ。）の招集の手続が開始され
た場合における出資一口の金額の減少については、なお従前の例による。ただし、
出資一口の金額の減少に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正
後の中小企業団体の組織に関する法律（以下この条において「新団体組織法」とい
う。）の定めるところによる。
３ 施行日前に生じた旧団体組織法第５条の２３第４項又は第４７条第３項において
準用する旧協同組合法第６２条第１項各号に掲げる事由により組合が解散した場合
における組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記
の登記事項については、新団体組織法の定めるところによる。
４ 施行日前に合併契約が締結された場合における組合の合併については、なお従前
の例による。ただし、合併に関する登記の登記事項については、新団体組織法の定
めるところによる。
５ 施行日前に旧団体組織法第４６条第１項の規定による定款の変更の決議をするた
めの総会の招集の手続が開始された場合における非出資組合への移行については、
なお従前の例による。ただし、非出資組合への移行に関する登記の登記事項につい
ては、新団体組織法の定めるところによる。
６ 施行日前に組織変更計画書が作成された組織変更（事業協同組合、企業組合又は
協業組合（以下この条において「事業協同組合等」という。）が有限会社となるも
のを除く。）については、なお従前の例による。ただし、組織変更に関する登記の
登記事項については、新団体組織法の定めるところによる。
７ 組織変更（事業協同組合等が有限会社となるものに限る 。）について施行日前に
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行った総会の決議その他の手続は、施行日前に当該組織変更の効力が生じない場合
には、その効力を失う。
８ 施行日前に提起された組合の出資一口の金額の減少の無効の訴え、合併の無効の
訴え若しくは非出資組合への移行の無効の訴え又は事業協同組合等の組織変更の無
効の訴えについては、なお従前の例による。
９ 施行日前に組合員又は会員が次に掲げる規定に規定する訴えの提起を請求した場
合における当該訴えについては、なお従前の例による。
一 旧団体組織法第五条の２３第３項において準用する旧協同組合法第４２条にお
いて準用する旧商法第２６７条第１項
二 旧団体組織法第５条の２３第４項において準用する旧協同組合法第６９条にお
いて準用する旧商法第２６７条第１項
三 旧団体組織法第４７条第２項において準用する旧協同組合法第４２条において
準用する旧商法第２６７条第１項
四 旧団体組織法第４７条第３項において準用する旧協同組合法第６９条において
準用する旧商法第２６７条第１項
10 施行日前に提起された組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定
した場合における組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関
する登記の登記事項については、新団体組織法の定めるところによる。
11 施行日前に申立て又は裁判があった旧団体組織法の規定による非訟事件（清算に
関する事件を除く。次項において同じ。）の手続については、なお従前の例による。
12 この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手
続についても、前項と同様とする。
13 新団体組織法において準用する新商業登記法の規定及び新団体組織法において準
用する新協同組合法において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定め
がある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、旧団体組織法に
おいて準用する旧商業登記法の規定又は旧団体組織法において準用する旧協同組合
法において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。
14 施行日前にした旧団体組織法において準用する旧商業登記法の規定又は旧団体組
織法において準用する旧協同組合法において準用する旧商業登記法の規定による処
分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新団体組織法に
おいて準用する新商業登記法の相当規定又は新団体組織法において準用する新協同
組合法において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
15 施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例
による。
16 施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料
については、なお従前の例による。
17 施行日前に組合がその従たる事務所の所在地でした参事の選任の登記は、その登
記をした日に、組合がその主たる事務所の所在地でしたものとみなす。
18 登記官は、この法律の施行の際現に従たる事務所の所在地における参事の登記が
存するときは、職権で、当該登記を主たる事務所の所在地における登記簿に移さな
ければならない。
19 この法律の施行の際現に存する旧団体組織法第５４条において準用する旧協同組
合法第１０３条において準用する旧商業登記法第５６条の２第１項の規定による指
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定は、新団体組織法第５４条において準用する新協同組合法第１０３条において準
用する新商業登記法第４９条第１項の規定による指定とみなす。
20 第２項又は第４項から第６項までの規定によりなお従前の例によることとされる
組合の出資一口の金額の減少、合併若しくは非出資組合への移行又は事業協同組合
等の組織変更に関する登記を申請する場合における登記に関する手続については、
なお従前の例による。
21 第１３項から前項までに定めるもののほか、前条の規定による中小企業団体の組
織に関する法律の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法
務省令で定める。
22 この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合において必要な技術的
読替えは、財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令
で定める。
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