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禁転載複製

令和２年度 後期 ビジネス・キャリア検定試験
企業法務・総務分野

２級

企業法務（組織法務）
試

験

問

題
（１８ページ）

１．試験時間

１１０分

２．注意事項
(１) 試験問題は、係員の指示があるまで開かないでください。
(２) 試験問題は、40題あります。
(３) 試験問題の配点及び合格基準は、次のとおりです。
（配
点）問題１～問題40
各2.5点
合計100点
（合格基準）試験全体として概ね60％以上の正答。
(４) 関係法令、会計基準、ＪＩＳ等の各種規格等に基づく出題については、問題文中に
断りがある場合を除き、令和２年11月１日時点で施行されている内容に基づくもの
とします。
(５) マークシート（解答用紙）には、①試験区分名、②氏名、③座席番号、④受験番号、
⑤生年月日を正確に記入してください。
なお、受験番号の最後の桁は、アルファベットですので、数字と間違えないように
注意してください。
(６) マークシートにマークする際には、ＨＢ又はＢの黒鉛筆又はシャープペンシルのい
ずれかで、はっきりとマークしてください。それ以外は使用しないでください。
なお、訂正する場合は、採点の際にマークシートの誤読の原因となることがあり
ますので、きれいに消してください。
(７) マークシートには、所定の事項以外は絶対に書き込まないでください。
なお、計算等が必要な場合は、問題用紙の余白又は裏面を使用してください。
(８) マークシートにはア～オまでマークする欄があります。問題番号及び問題文に従っ
て正解と思われるものを１つだけ選んで間違えないようにマークしてください。
(９) 試験問題の内容に関する質問には、一切お答えできません。
(10) 試験中にトイレへ行きたくなった場合は、黙って手を挙げて係員の指示に従ってく
ださい。
(11) 試験終了時刻前に解答が済み、退出する場合は、黙って手を挙げて係員の指示に
従ってください。ただし、試験開始後30分間及び終了前10分間は、退出できません。
なお、退出する場合は、周りの受験者に配慮して、静かに退出してください。
(12) 試験終了の合図があったら速やかに筆記用具を置き、係員の指示に従ってください。
(13) 試験終了後、マークシートを必ず提出してください。ただし、試験問題は、持ち帰
ることができます。
なお、マークシートが提出されていない場合は、失格となります。
(14) 試験問題の転載、複製などを固く禁じます。
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問題文中、次の法令等は略称で記載されています。
・私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
・公正取引委員会 → 公取委

→

・不正競争防止法 → 不競法
・下請代金支払遅延等防止法 → 下請法
・金融商品取引法 → 金商法
・東京証券取引所市場第一部に株式を上場している会社
・労働基準法 → 労基法

問題１

独禁法

→

上場会社

独禁法に関する記述として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．事業者が他の事業者の事業活動を支配し、当該他の事業者が供給する商品の供給量
を実質的に制限することによってその対価に影響することとなるものをしたときは、
課徴金納付の対象となる場合がある 。
イ．事業者が不当な取引制限により市場占有率（シェア）や取引先を実質的に制限する
ことによりその対価に影響することとなるものをしたときは、課徴金納付の対象と
なる場合がある。
ウ．課徴金について、大企業と中小企業との間で差異はなく一律であり、中小企業のみ
に適用される算定率は存在しない。
エ．事業者がある違反行為についての 公取委による調査開始日前において、所定の手続
に従って、単独で、当該違反行為をした事業者のうち最初 に課徴金減免制度の申請
を行い、調査開始日以後も当該違反行為をしていないときは、公取委は、課徴金の
納付を命じないものとされている 。
オ．事業者に対し同一の事件について罰金刑の確定裁判がある場合、公取委による課徴
金の納付が命じられないことがある 。

問題２

公益通報者保護法に関する記述として適切なものは、次のうちどれか。

ア．公益通報者保護法においては、 およそ法令違反であれば、 全てが公益通報の対象と
なる。
イ．労働者派遣契約に基づく派遣労働者は、派遣先と派遣労働者との間に直接の雇用契
約が締結されていないことから、公益通報者保護法で保護される公益通報者には含
まれない。
ウ．社外取締役は、公益通報者保護法で保護される公益通報者には含まれない。
エ．人事異動に不満を持つ労働者が、その腹いせに労働基準監督署に対し、勤務先が
サービス残業を行っていることを申告し、その申告を理由に解雇された場合、サー
ビス残業が事実であったとしても、当該労働者は、解雇が無効であると主張するこ
とはできない。
オ．公益通報先は、法律上、労務提供先のみに限られ、労務提供先があらかじめ指定し
た社外の弁護士を指定することはできない。
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問題３

営業秘密に関す る記述として適切なものは、次のうちどれか。

ア．詐欺により営業秘密を取得する行為は、原則として 、不競法上の不正競争に該当し
ない。
イ．競業他社へ転職することは、原則として 、不競法上の不正競争に該当 し差止請求の
対象となる。
ウ．その営業秘密について営業秘密不正取得行為が介在したことを重大な過失により知
らないで取得することは、原則として、不競法上の不正競争に該当しない。
エ．その取得した後にその営業秘密について営業秘密不正取得行為が介在したことを
知って、その取得した営業秘密を使用する行為は、原則として、不競法上の不正競
争に該当し差止請求の対象となる 。
オ．市場から購入した製品について自ら解析等を行ういわゆるリバース・エンジニアリ
ングは、原則として 、不競法上の不正競争に該当 し差止請求の対象となる 。

問題４

製造物責任 に関する記述として適切なものは、次のうちどれか。
なお、選択肢中の「製造物」は、令和２年 11月１日に製造されたものとする。

ア．製造業者等が製造した製造物 であって、その引き渡したものの 欠陥により他人の財
産を侵害した場合、これによって生じた損害を賠償する製造物責任法上の責任を負
い、その損害が当該製造物についてのみ生じたときであっても、 当該責任を免れる
ことはできない。
イ．製造業者等がその製造物を引き渡した時における科学 又は技術に関する知見によっ
て当該製造物にその欠陥があることを認識することができないことを証明した場合
であっても、製造物責任法上の損害賠償責任を免れることはできない。
ウ．製造業者等（Ａ）が製造した 製造物（ａ）が 他の製造業者等（Ｂ）が製造した他の
製造物（ｂ）の部品として使用された場合で、 当該部品となった製造物（ａ）の欠
陥が専ら他の製造業者等（Ｂ）が行った設計に関する指示に従ったことにより生じ
たときには、いかなる場合であっても製造業者等（Ａ）は製造物責任法上の損害賠
償責任を免れること ができる。
エ．製造業者等が製造した製造物であって、その引き渡したもの の欠陥により他人の生
命を侵害した場合においても、製造物責任法上の損害賠償請求権は、身体に蓄積し
た場合に人の健康を害することとなる物質による損害や一定の潜伏期間が経過した
後に症状が現れる損害を除き、原則として、被害者が損害及び賠償義務者を知った
時から３年間行使しないときに時効によって消滅する。
オ．製造物の欠陥による製造業者等の損害賠償 責任については、製造物責任法以外に民
法の規定に基づいて製造 業者等が損害賠償責任を負うことがある。

R2後-051A01-2

禁転載複製

問題５

Ａ社とＢ社が下請法上の親 事業者と下請業者の関係である場合の以下の記述にお
いて、Ａ社の行為が下請法に違反する可能性があるものは、次のうちいくつある
か。

Ａ．広告のデザイン業務を委託しているＡ社は、Ａ社の事情を理由に発注内容を一
方的に変更し、変更に伴う費用は全てＢ社に負担させた。
Ｂ．自動車メーカーＡ社は、Ｂ社に部品の製造を委託した直後に材料の通常価格が
著しく上昇したが、コスト削減を理由にＢ社とは協議せずに納品させ、その後、
当初の見積価格で代金を支払わせた。
Ｃ．家電メーカーＡ社は、大量でかつ緊急の注文が入ったため、自己の修理用部品
の製造委託先Ｂ社に電話で製品を発注したが、その後も注文書を交付しなかった。
Ｄ．自動車メーカーＡ社は、販売する自動車のメンテナンス作業を自動車整備会社
Ｂ社 に委 託 した が、「 毎 月 20日納 品 締切 、締 切 後 90日 以内 現 金支 払」 の 条 件に 従わ
せた。
Ｅ．Ａ社はソフトウェアの作成をＢ社に委託しているが、Ａ社が販売するオフィス
用品のセールにＢ社社員を無償で派遣させた。
ア．１個
イ．２個
ウ．３個
エ．４個
オ．５個

問題６

定款による株式会社の組織設計等に関する記述として適切なものは、次のうちど
れか。

ア．監査役会設置会社及び指名委員会等設置会社は、いずれも取締役会を置かなければ
ならない。
イ．監査等委員会設置会社は、監査役を置く ことができる。
ウ．取締役会設置会社でない会社は、取締役を３名以上置いてはならない。
エ．公開会社における監査役の任期は、原則として、選任後 ３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ある。
オ．会計監査人の任期は、原則とし て、選任後１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あるが、定款の定めにより伸長す
ることができる。
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問題７

株主総会の招集と運営に関する記述 として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．公開会社の場合、原則として、総株主の議決権の３％以上の議決権を６ヵ月前から
引き続き保有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項及び招集の理
由を示して株主総会の招集を請求することができる。
イ．株主総会は、本店所在地又は隣接する地で招集しなければならない。
ウ．株主総会におい て、書面投票制度又は電子投票制度を採用する場合、株主総会の招
集通知は、書面又は電磁的方法でしなければならない。
エ．取締役は、株主から特定の事項について説明を求められた場合には、その事項につ
いて必要な説明をしなければならないが、当該事項が株主総会の目的である事項に
関しないものである場合やその説明をすることにより株主の共同の利益を著しく害
する場合等は、例外とされている。
オ．株主は、自己が株主総会に出席できない場合には、代理人によって議決権を行使す
ることができる。

問題８

株主総会の決議の取消しの訴えに関 する記述として不適切なものは、次のうちど
れか。

ア．決議取消事由は、株主総会の招集 の手続又は決議の方法が 、法令若しくは定款違反
又は著しく不公正な 場合に限られる。
イ．監査役設置会社においては、監査役も 訴えを提起することが可能である。
ウ．提訴期間は、株主総会決議の日から３ ヵ月以内である。
エ．決議取消しの訴えにかかる請求 を認容する判決が確定 した場合、決議は遡って無効
となる。
オ. 決議取消しの訴えにかかる請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力
を有する。

問題９

取締役会の招集と運営に関する記述として適切なものは、次のうちどれか。

ア．会社法上、取締役会で決定しなければならないとされている事項であっても、定款
で定めることにより、全ての事項を取締役に委ねることができる。
イ．取締役会の招集通知には、取締役会の目的である事項を記載しなければならない。
ウ．取締役会（書面決議の場合を除く） の議事録が書面により作成されている場合は、
代表取締役がこれに署名し又は記名押印 すれば足りる。
エ．取締役会の決議には、定足数の要件は存在せず、議決に加わることができる取締役
の過半数をもって行われる。
オ．監査役設置会社において取締役会を招集する者は、 原則として、取締役会の日の１
週間（これを下回る期間を定款で定めた場合はその期間）前までに各取締役及び各
監査役に対してその通知を発しなければならない。
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問題10

甲社の執行役員 （雇用型）であるＡ に関する記述 として適切なものは、次のうち
どれか。
なお、甲社は指名委員会等設置会社ではなく、 Ａは甲社取締役を兼務していない。

ア. 甲社の株主総会の議長の要請があれば、 Ａは説明補助者として株主総会に参加する
ことができる。
イ．甲社の社内規程に執行役員の任期が２年と定められている場合、任期 満了時にＡが
執行役員として再任されなければ、Ａ は任期満了により従業員たる地位を失う。
ウ．Ａは、甲社の株主からの代表訴訟の対象となる。
エ．Ａが執行役員として 取締役会で選任された場合、甲社はＡについて執行役員として
登記をする必要がある。
オ．Ａは、甲社取締役会の構成員となる。

問題11

取締役に関する記述として不適切なものの組合せは、次のうちどれか。

Ａ．取締役会設置会社において、 取締役は取締役会を通じて 代表取締役の業務執行を
監視する義務を負い、当該監視 義務違反をしたこ とによって会社に損害が生じた場
合は、当該損害を賠償しなければならない。
Ｂ．分配可能額規制に違反する配当議案を株主総会に提出した取締役は、原則とし
て、連帯して社外に流出した違法配当額に相当する額を会社に弁済する義務を負
う。
Ｃ．責任限定契約を締結した社外取締役が業務執行取締役に就任した場合、責任限
定契約は遡及的に効力を失う。
Ｄ．総株主の議決権の３分の２以上の議決権を有する株主が同意した場合、その任
け

務を懈 怠した取締役の会社に対する損害賠償責任 を免除することができる。
Ｅ．取締役が職務を行うにつき悪意又は重大な過失があったとき、当該取締役 は第
三者に生じた損害について賠償責任を負う 。
ア．Ａ、Ｃ
イ．Ａ、Ｅ
ウ．Ｂ、Ｄ
エ．Ｂ、Ｅ
オ．Ｃ、Ｄ
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問題12

指名委員会等設置会社に関する記述として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．指名委員会等設置会社においては、指名委員会、監査委員会及び報酬委員会の３つ
の委員会が設置される。
イ ．指 名 委 員会 等 設 置会 社 には 、 一人又は二人以上の 執行 役 を 置か な け れば な ら な い 。
ウ．監査委員は、執行役 又は取締役に対し、その違法行為により会社に著しい損害が生
じるおそれがある場合は、その行為をやめることを請求することができる。
エ．報酬委員会は、全取締役に対する報酬の総額を決定する必要があるが、取締役の個
人別の報酬額の決定については、代表執行役に一任することができる。
オ．指名委員会等設置会社においては、株主総会に提出する取締役の選任議案の内容は、
指名委員会が決定するが、会計監査人の選任議案の内容は、監査委員会が決定する。

問題13

株式会社Ａ社の監査役に関する記述として適切 なものは、次のうちどれか。ただ
し、Ａ社は、大会社かつ公開会社であるものとする。

ア．法人もＡ社の監査役に就任することができる 。
イ．Ａ社は、監査役 を解任する場合、 株主総会の 普通決議の承認で足りる 。
ウ．Ａ社の取締役、監査役又は使用人は、Ａ社の子会社の監査役を兼任することはでき
ない。
エ．監査役がＡ社に対し、監査を行うために必要な費用の前払を請求した場合、Ａ社は、
その費用が監査役の職務執行に必要でないことを証明しない限り、監査役の請求を
拒否できない。
オ．Ａ社においては、監査役の報酬を取締役の報酬と一括して 株主総会にて報酬額の上
限を決定し、具体的な配分を取締役会又は代表取締役に委ねることもできる。

問題14

監査役会設置会社兼会計監査人設置 会社に関する 記述として不適切なものは、次
のうちどれか。

ア．会計監査人の選任に関する議案 の内容は、監査役会 が決定する。
イ．会計監査 人は、株主総会において 、会計監査人の選任について意見を述べることが
できる。
ウ．取締役は 、会計監査 人の報酬を定める場合、監査役会の同意を得なければならない。
エ．会計監査人は、株主総会の普通決議によって、いつでも解任することができ る。
オ．会計監査 人について、定款に定めることにより、 会社と責任限定契約を締結するこ
とはできない 。
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問題15

公開会社である 株式会社における株主代表訴訟に関する記述 として不適切なもの
は、次のうちどれか。

ア．定款に特段の定めがない限り、６ ヵ月前から引き続き株式を保有している 株主が株
主代表訴訟の提起を 請求することができる。
イ．株主代表訴訟は、原告 株主の住所地を管轄する地方裁判所の専属管轄である。
ウ．株主代表訴訟の 提起について、原告の悪意によるものであること を被告が疎明した
場合、裁判所は相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。
エ．株主代表訴訟が 提起された場合、 原則として 、株式会社は取締役側に補助参加する
ことができる。
オ．取締役の株式会社に対する責任を追及する訴え について当該株式会社が訴訟上の 和
解をする場合、総株主の同意は必要ではない。

問題16

資本と株式の関係に関する記述として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．資本金及び準備金の額は、法定のルールに従ってその金額が定められ、 株式会社の
業績によって直接変動するものではない。
イ．資本準備金の額は、債権者保護手続を経なければ増加さ せることができない。
ウ．株式とは、株式会社における出資者である社員、すなわち株主の地位を細分化して、
割合的地位の形にしたものをいう。
エ．資本金の額は、債権者保護手続を経なければ減少させることができない。
オ．新株の発行に際しては、払込み・給付に係る額の２分の１以上を資本金に計上しな
ければならない。

問題17

自己株式に関する記述として適切なものは、次のうちどれか。

ア．株式会社による 自己株式の無償取得であっても、財源規制は適用される。
イ．株式会社は、適法に取得した自己株式を、相当の時期に処分しな ければならない。
ウ．取締役会設置会社である株式会社がその子会社の有する当該株式会社の株式を取得
する場合、株式の取得に関する事項は取締役会決議により決定する。
エ．株式会社が自己株式を消却することにより発行済株式総数が減少した場合、定款で
定めた発行可能株式総数も減少する。
オ．株式会社は、違法な手続による自己株式の取得の場合、その取得が無効であると主
張することは一切できない。
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問題18

株式会社における株主の管理及び株式の譲渡手続に関する記述 として適切なもの
の組合せは、 次のうちどれか。

Ａ．株主又は債権者が会社の株主名簿の閲覧を請求するためには、あらかじめ裁判
所の許可を得なければならない。
Ｂ ． 2009年 １ 月 に い わ ゆ る 株 券 の 電 子 化 が 実 施 さ れ た が 、 上 場 会 社 の 中 に は 、 例 外
的に株券を発行しているものもある。
Ｃ．株券発行会社の株主がその保有株式を譲渡するためには、株券の交付を行う必
要があるとされているため、株券不所持制度を利用していた場合は、株券の再発
行を受けなければならない。
Ｄ．株券の電子化により株主の管理が容易になったため、上場会社においても株主
名簿管理人を設置する必要はないこととされたが、大部分の上場会社は依然とし
て株主名簿管理人を設置している。
Ｅ．株券発行会社の株主が株券を紛失した場合、株券喪失登録（抹消されたものを
除く）がされた株券は、株券喪失登録日の翌日から起算して１年を経過した日に
無効となり、その後、当該株券喪失登録者は、株券の発行を受けることができる。
ア．Ａ、Ｂ
イ．Ａ、Ｄ
ウ．Ｂ、Ｃ
エ．Ｃ、Ｅ
オ．Ｄ、Ｅ

問題19

社債に関する記述として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．社債券は、記載事項が法定された要式証券である。
イ．社債の償還請求権の消滅時効期間は、 10年である。
ウ．社債権者集会においては、招集者が当該集会の目的として定めた事項以外について
も決議をすることができる。
エ． 各社 債権 者（ 発行 会 社を 除く 。） は、 その 有 する 当該 種類 の社 債の 合 計額 （償 還済
みの額を除く。）に応じて議決権を有する。
オ．社債権者集会の決議は、裁判所の認可により効力を生じる。
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問題20

以下に示す＜事実関係＞を踏まえた場合、Ａ社の立場で基本合意書 に法的拘束力
があるものとして明記すべき事項は、次のうちどれか。

＜事実関係＞
●Ａ社は、Ｂ社の株式を 100％取得するべくＢ社の親会社と交渉している。
●Ａ社の法務課長Ｘは、Ｂ社に対するデューディリジェンスに先立ち、Ｂ社の株式
の取得に係る基本合意書を締結したいと考えており、Ｍ＆Ａ実務に精通したＹ弁
護士に基本合意書の作成について相談した。
●Ｙ弁護士からは、基本合意書の条項の中には、法的拘束力を持たせるべきものと、
持たせるべきではないものとがあり、それを基本合意書に明記すべきであるとの
アドバイスを得た。
ア．Ａ社がＢ社を買収する目的
イ．買収価額
ウ．Ａ社が実施するデューデ ィリジェンスの範囲
エ．Ａ社の独占交渉権
オ．最終契約の締結日

問題21

Ａ社 が、 Ｙ 社（ Ｘ社 の 100％子 会 社） の 事業 又は 株式 を取 得す る 場合 、Ｙ 社に 対
するデューディリジェンスで考慮する必要性が最も低い事項は、次のうちどれか。

ア． Ａ社 がＹ 社株 式全 て の取 得を 意図 して いる 場 合 に おい て 、「Ｙ 社の 支 配株 主に 変更
があった場合に解除可能」という旨を定める条項を含む第三者との間の重要な契約
が存在し、当該契約が解除される可能性があること
イ．Ａ社がＹ社株式全ての取得を意図している場合 において、Ｙ社が今後大規模な損害
賠償請求訴訟を提起される可能性があること
ウ．Ａ社がＹ社株式全ての取得を意図している場合 において、Ｙ社がその事業を行うた
め取得すべき許認可を取得していない可能性があること
エ．Ａ社がＹ社の営む事業を譲り受けることを意図している場合 において 、Ｙ社がその
事業を行うため取得すべき許認可を取得していない可能性があること
オ．Ａ社がＹ社の営む事業を譲り受けることを意図している場合 において 、Ｙ社の株式
に質権が設定されている 可能性があること
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問題22

Ｍ＆Ａ取引において締結される秘密保持契約 に関する記述として 不適切なものは、
次のうちどれか。

ア．Ｍ＆Ａ取引を検討している事実や検討過程において開 示される対象会社に関する情
報等は機密性が高いため、Ｍ＆Ａ取引に係る協議等の初期段階、とりわけ、対象会
社に関する情報開示に先立って、秘密保持契約が締結されることが多い。
イ．秘密保持契約においては、第三者への秘密情報の開示が禁止されるが、当事者の円
滑な検討を確保するため、一定の関係者に対しては、一定の条件の下、相手方の承
諾なく秘密情報を開示することが許容される旨の条項が定められることが多い。
ウ．秘密保持契約においては、当事者の情報利用の自由度を確保するため、開示された
秘密情報の使用の目的は制限しないこと が多い。
エ．秘密保持契約においては、秘密情報の散逸を防止するため、開示された秘密情報の
返却又は破棄に関する条項が定められることも多い。
オ．秘密保持契約においては、一定の有効期間を定めることがあるが、情報の重要性に
鑑み、有効期間の終了後も一定期間秘密保持義務が存続する旨を定めることが多い。

問題23

Ａ社は、Ｃ社と の間で、Ｂ社の発行済株式の全てをＣ社から譲渡により譲り受け
る旨の株式譲渡契約を締結した。Ａ社がＢ社の株式を譲渡により譲り受けるにあ
たり、会社法上必要となる手続として適切なものは 、次のうちどれか。
なお、Ａ社は株式会社（取締役会設置会社）とし、Ａ社にとって上記Ｂ社株式
の譲受けは、「重要な財産の譲受け」にあたるものとする。

ア．Ａ社の取締役会決議
イ．Ａ社の株主総会決議
ウ．Ｂ社株主との基本合意書の締結
エ．ファイナンシャル・アドバイザーからのフェアネス・オピニオンの取得
オ．デューデ ィリジェンス実施のための秘密保持契約の締結

問題24

株式会社間の吸収合併における吸収合併契約 の法定記載事項に関する記述として
不適切なものは、次のうちどれか。

ア．吸収合併の効力発生日
イ．存続会社及び消滅会社の商号及び住所
ウ．存続会社が消滅会社の株主に対して交付する対価の内容
エ．消滅会社の株主に対する対価の割当に関する事項
オ．合併時に就任する存続会社の取締役の氏名
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問題25

株式会社Ａは、食品事業及びレストラン事業を行っているが、レストラン事業を
株式会社Ｂに売却することを決定した。株式会社Ａは、吸収分割又は事業譲渡の
方法によって、レストラン事業を株式会社Ｂに売却することを検討している。吸
収分割と事業譲渡の比較に関する記述として適切なものは、次のうちどれか。

ア．吸収分割の方法による場合には、 株式会社Ａの株主総会の特別決議が例外なく必要
であるが、事業譲渡の方法による場合には、株式会社Ａの株主総会の特別決議が不
要な場合がある。
イ．吸収分割の方法による場合には、吸収分割に反対する株式会社 Ａの株主は、原則と
して、反対株主の株式買取請求権を行使できるが、事業譲渡の方法による場合には、
事業譲渡に反対する株式会社Ａの株主は、反対株主の株式買取請求権を行使できな
い。
ウ．株式会社 Ａにおいては、吸収分割の方法による場合には、会社法上、一定の債権者
に対する公告及び通知等の債権者異議手続が法定されているが、事業譲渡の方法に
よる場合には、債権者異議手続は法定されていない。
エ．株式会社 Ａがレストラン事業に関する取引先との契約関係を株式会社 Ｂに移転する
ためには、吸収分割及び事業譲渡のいずれの場合であっても、取引先の同意を得な
ければ、契約関係の移転の効果が生じない。
オ．株式会社 Ａがレストラン事業に属する従業員を株式会社 Ｂに転籍させるためには、
吸収分割の方法による場合には、従業員の同意や労働者との協議が不要であるが、
事業譲渡の方法による場合は、従業員の同意や労働者との協議が必要である。

問題26

株式会社間の吸収合併に関する記述として適切なものは、次のうちどれか。

ア．消滅会社において保有している許認可は、吸収合併によって存続会社に常に承継す
ることができる。
イ．消滅会社が締結している契約は、吸収合併によって存続会社に承継できないことも
ある。
ウ．存続会社が消滅会社の株主に対して吸収合併の対価を支払わないこと（無対価での
吸収合併）は認められない。
エ．吸収合併に反対する消滅会社の株主は、消滅会社に対して、その保有する株式の買
取りを請求することが常にできる。
オ．吸収合併の効力発生日を消滅会社及び存続会社の合意により変 更することはできな
い。
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問題27

金商法に基づく開示制度に関する記述として適切なものの組合せは、次のうちど
れか。

Ａ．有価証券報告書の提出義務は、上場されている有価証券の発行者に対してのみ
課されている。
Ｂ．有価証券報告書の提出義務を負う内国会社は、その事業年度の終了後６ヵ月以
内に有価証券報告書を作成し、提出しなければならない。
Ｃ．臨時報告書は、受理された日から１年間、公衆縦覧に供されなければならない。
Ｄ．発行登録者が発行登録を行っている有価証券の募集を行う場合、発行登録がそ
の効力を生じており、発行登録追補書類が提出されていれば、有価証券届出書の
提出をすることなく、当該有価証券の募集を行うことができる。
Ｅ．発行者が、自己の発行する有価証券を募集により相手方に取得させる場合、有
価証券を取得させた後、遅滞なく当該相手方に目論見書を交付しなければならな
い。
ア．Ａ、Ｂ
イ．Ａ、Ｅ
ウ．Ｂ、Ｃ
エ．Ｃ、Ｄ
オ．Ｄ、Ｅ

問題28

有価証券の募集・売出しに関連する有価証券届出書制度等に関する記述として不
適切なものは、次のうちどれか。

ア．発行者が事前に有価証券届出書を提出していなくとも、 50名以上の者 を相手方とし
て株式の取得勧誘を行うことができる場合がある。
イ．出資者の全員が出資対象事業に関与する場合として、政令で定める一定の要件を充
足する場合、いわゆる集団投資スキームの持分について取得勧誘を行う場合であっ
ても、有価証券届出書の提出は必要ない。
ウ．有価証券の募集又は売出しに関する有価証券届出書をＥＤＩＮＥＴで提出した後で
あっても、届出書の効力が発生しない限り、当該有価証券について募集又は売出し
を行うことができない。
エ．有価証券の募集又は売出しの時に届け出た有価証券届出書に虚偽の記載をした者は、
虚偽記載を知らずに当該有価証券を取得した投資家に対する直接の民事責任を負う
ことがある。
オ．有価証券届出書に記載すべき重要な事項に誤りがあった場合には、有価証券届出書
の届出の効力を生ずることとなる日以降でも、当該有価証券届出書の訂正届出書を
提出することができる。
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問題29

事業年度を１年とする上場会社 である甲社について、金商法に基づき必要となる
ディスクロージャーに関する記述として適切なものの組合せは、次のうちどれか。

Ａ．甲社は上場会社であることから、四半期ごとに甲社の属する企業集団の経理の
状況等を投資家に開示するため、四半期報告書（第４四半期については有価証券
報告書）を提出しなければならない。
Ｂ．甲社はその事業年度終了後一定期間内に有価証券報告書を提出しなければなら
ないが、当該事業年度に係る定時株主総会の開催に先立ってこれを提出すること
はできない。
Ｃ．甲社は、上場会社である乙社との間で経営統合を行うこととし共同株式移転に
より持株会社を設立することを決定した場合、臨時報告書を提出する必要がある。
Ｄ．上場会社である乙社が、甲社との間で資本・業務提携を行い、甲社の総株主等
の議決権の過半数を所有することとなった場合、甲社は、親会社等状況報告書を
提出する必要がある。
Ｅ．甲社の株式について株券等保有割合が５％を超える者は大量保有報告書を提出
する必要があるところ、甲社が自己株式を５％を超えて保有することとなった場
合でも、同じく大量保有報告書を提出する必要がある 。
ア．Ａ、Ｂ
イ．Ａ、Ｃ
ウ．Ｂ、Ｅ
エ．Ｃ、Ｄ
オ．Ｄ、Ｅ

問題30

一般的に企業が株式公開するメリットといわれる事項 に該当しないものは 、次の
うちどれか。

ア．資金調達の円滑化・多様化
イ．知名度や社会的信用度の向上
ウ．コンプライアンス、内部 統制などの社内管理体制の充実
エ．従業員のモチベーション向上
オ．取締役による経営の自由度の向上
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問題31

株式の上場に関する記述として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．取締役会設置会社でない限り、東京証券取引所市場第一部に上場することはできな
い。
イ．東京証券取引所市場第一部に 上場されている株式が上場廃止基準に該当するとして
上場廃止が決定された場合、当該決定日をもって直ちに東京証券取引所市場第一部
での取引が取りやめられる。
ウ．上場会社である取締役会設置会社が、引受証券会社と総数引受契約を締 結した上で、
当該引受証券会社に対して新株を割り当てる場合、会社法上、当該発行会社は、募
集株式の引受けの申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集株式の数を通知する
必要はない。
エ．上場審査基準には株主数や時価総額等に着目する形式基準と、企業経営の健全性等
に着目する実質基準があり、双方の基準を満たした場合、東京証券取引所市場第一
部に上場することができる 。
オ．有価証券報告書提出義務会社以外の会社が、東京証券取引所市場第一部に新規上場
するためには、ＥＤＩＮＥＴを用いて有価証券届出書を提出するとともに、東京証
券取引所に「新規上場申請のための有価証券報告書」等の上場申請に係る提出書類
を提出する必要がある。

問題32

インサイダー取引規制における重要事実を知っている従業員 による従業員持株会
に関する行為のうち、インサイダー取引規制違反を生じさせることとなるものの
組合せは、次のうちどれか。

Ａ．従業員持株会への入会
Ｂ．従業員持株会からの退会に伴う株式の買付 けの停止
Ｃ．従業員持株会入会後の毎月の定期的な株式の買付 け
Ｄ．定期的な株式の買付金額を上げること
Ｅ．定期的な株式の買付金額を下げること
ア．Ａ、Ｂ
イ．Ａ、Ｃ
ウ．Ｂ、Ｅ
エ．Ｃ、Ｄ
オ．Ｄ、Ｅ
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問題33

金商法に基づく内部統制制度 に関する記述として適切なものは、次のうちどれか。

ア．金商法に基づく内部統制報告書の報告対象は、 財務計算に関する書類その他の情報
の適正性を確保するための体制の評価であり、内部統制全般の評価にわたるもので
はない。
イ．上場会社は、四半期ごとに、四半期報告書 と併せて、内部統制報告書 を当局に提出
しなければならない。
ウ．内部統制評価を行うためには、評価を実施する者が評価対象となる業務から独立し
ていることが必要不可欠であるため、内部監査部など既設の部署を活用して評価を
行うことでは足りず、必ず内部統制評価のための部署を設置しなければならない。
エ．監査役が会社法に基づき監査を実施している事項については、金商法に基づく内部
統制に係る評価も行われたものとみなして、金商法に基づく内部統制に係る評価を
省略することができる。
オ．内部統制報告書に記載される事項は、当該報告書を提出する会社内部の体制に係る
もので、機密性が高いため、閲覧できる者が限定されている。
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問題34

以下の会話は、総合商社Ａ社の営業部員甲と法務部員乙と の間における、特許法
に関する打合せの内容である。営業部員甲の質問に対する法務部員乙の回答
（ア）～（オ）において 不適切なものは、次のうちどれか 。

甲：先般、当社と取引先との共同で特許出願した「人工衛星を利用した通信方法」
の発明ですが、特許庁の審査の結果、どうなりましたか。
乙：はい、昨日、特許庁から、本件出願について特許をすべき旨の査定をした通知
を受 け まし た。（ ア） し かし 、 特許 権 が発 生す る ため に は、 設 定の 登録 が 必要 に
なりますので、設定の登録のために、所定の特許料の納付又は納付の免除若し
くは猶予を受ける必要が ありますね。
甲：それはよかったです。特許権の設定登録を受けた場合、本件発明の特許権は、
当社と取引先との共有になるのですが、各共有者が共有持分を譲渡することは
自由にできるのですか。
乙： いい え。（イ ） 特許 権が 共有 に係 る とき は、 各共 有者 は、 ほ かの 共有 者の 同意 を
得なければ、その持分を譲渡することはできません 。
甲：では、これから本件発明の特許権を第三者に実施許諾する場合の注意点などは
ありますか。
乙：（ウ ）特 許権 が 共有 に係 ると き、 各 共有 者は その 特許 権に つ いて 、専 用実 施権 を
設定するためにはほかの共有者の同意を得ることが必要ですが、通常実施権を
許諾するためにはほかの共有者の同意を得ることは不要となります 。
甲：本件の発明者は、私と取引先の社長との２人なのですが、本件発明について特
許を受ける権利を、私は就業規則に基づき当社に譲渡しています。その場合、
対価はもらえるのですか。
乙：（エ ）特 許法 上 、会 社の 従業 員が 職 務発 明を して 、就 業規 則 など によ って 会社 に
対して、その職務発明についての特許を受ける権利を承継させたときは、当該
従業員は相当の対価の支払を受ける権利を有すると定められていますから、就
業規則でその対価が定まっていて、相当であればそれによりますが、その定め
がない場合でも甲さんも対価をもらえることになりますね 。
甲：分かりました。それから、本件発明が特許査定を受けるまでに随分時間がかか
りましたね。本件発明について実用新案登録出願をするということは可能だっ
たのですか。
乙：（オ ）本 件発 明 は、 方法 の発 明で す が、 実用 新案 法に おけ る 保護 対象 は、 物品 の
形状、構造又は組合せに係る考案ですので、残念ながら本件発明は実用新案法
の保護対象ではありません 。

R2後-051A01-16

禁転載複製

問題35

特許権者で はない者による以下の行為のうち、特許権の効力が及ばないものは、
次のうちどれか。

ア．物を生産する方法に対する特許権がある場合に、その方法によって製造された製品
を単に使用する行為
イ．特許権者が販売し、消費者が購入し使用を終えた製品を回収し、再度使用可能とす
るものの、新品ではなくリサイクル製品として明示して販売する行為
ウ．家庭の主婦が特許権の技術的範囲に含まれる製品を個人的に自作したものの、その
製品の評判が良いため、複数個製造してインターネットのサイトで販売する行為
エ．対象特許権の出願の時点から日本国内に存在する製品を、特許権の成立後に日本国
内の第三者に販売する行 為
オ．特許対象製品について、自社でも販売を始めるか否か試験するために、試験販売を
してみる行為

問題36

著作権法で直接的な権利保護の規定がされていない ものは、次のうちどれか。

ア．レコード製作者
イ．有線放送事業者
ウ．実演家
エ．出版権者
オ．書籍販売業者

問題37

プログラムの著作物に関する記述として適切な ものは、次のうちどれか。
なお、ここでいうプログラムの著作物とは、電子計算機を機能させて一の結果を
得ることができるように、これに対する指令を組合せたものとして表現された著
作物をいう。

ア．プログラム言語（プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体
系）は、プログラムの著作物に該当する 。
イ．規約（特定のプログラムにおけるプログラム言語の用法についての特別の約束）は、
プログラムの著作物に該当しない 。
ウ．解法（プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法） は、プログラ
ムの著作物に該当する。
エ．ソースコードは、プログラムの著作物に該当しない 。
オ．オブジェクトコードは、 プログラムの著作物に該当しない 。
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問題38

商標法に関する記述として 不適切なものは、次の うちどれか。

ア．商標法では、音も商標として保護され得る。
イ．商標法では、立体的形状も商標として保護され得る。
ウ．商標権は、権利期間を更新することが可能である。
エ．商標法では、 香りについても商標として保護され得る。
オ. 商標 には、「出 所 表 示機 能」、「品 質保 証機 能 」及 び「 広告 宣伝 機能 」 とい う３ つの
機能がある。

問題39

パソコンメーカーＡ社は、斬新な形状のノート型パソコン（以下「本件商品」と
いう 。） を開 発 し、 販 売 した 。本 件 商品 の形 状 に つい ての 不 競法 に基 づ く 保護 （い
わゆる商品形態模倣行為）に関する記述として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．不競法に基づく保護を受けるには、何らかの出願又は申請が必要である。
イ．不競法に基づく保護は、その商品の機能を確保するために不可欠な形態については、
与えられない。
ウ．日本国内において最初に販売された日から３年を経過した 商品の形態 を模倣した商
品を譲渡する行為に対しては、不競法に基づき差止請求をすることができない 。
エ．他人が「模倣」することを対象とするものであって、他人が本件商品に一切接触せ
ず、たまたま本件商品と類似の商品を開発し、販売する行為には、不競法は適用さ
れない。
オ．商品の機能、性能を実現するための構造は、それが外観に現れない内部構造にとど
まるときは、不競法上の 「商品の形態」に当たらない。

問題40

使用者による労働者の解雇のうち、労基法上の明文規定による制限を受けないも
のの組合せとして適切なものは、次のうちどれか。

Ａ．業務上負傷し、その療養のために休業する期間内の解雇
Ｂ．産前産後 の女性が産前産後休業する期間内の解雇
Ｃ．業務上以外の事由によって負傷し、その療養のために 休業する期間内の解雇
Ｄ．使用者が 打切補償を行った場合の解雇
Ｅ．天災事変によって事業の継続が困難になったが、その事由について行政官庁の
認定を受けていない解雇
ア．Ａ、Ｃ
イ．Ｂ、Ｄ
ウ．Ｃ、Ｄ
エ．Ｃ、Ｅ
オ．Ｄ、Ｅ
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