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AM&T アジア・新興国 Legal Update 特別版 

 

チェコ共和国の 2014 年度における私法制度の改正② 

－事業会社法の制定 
 

 

2014 年 1 月施行の事業会社法のポイントについて解説いたします。 
 
 
 

1. はじめに 

事業会社法は、より市場経済に合致した近代的な法制度の導入を目的として立法された。その目

的のために、事業会社法は、既存の法的概念に変更を加え、不要な義務を廃止し、会社の運営

を簡素化し、既存の制定法により定められたところを超えた内容の法律的な関係について合意す

る余地を高め、株主ないし持分権者、経営者及び会社に関わる第三者の時間や資金を節約する

ことを可能としている。 

 

事業会社法は 2014 年 1 月 1 日に発効し、それにより商法におけるすべての会社に関する規定は

廃止された。事業会社法は、チェコ法に準拠するすべての会社に、直接かつ例外なく影響するこ

とになる。 

 

本ニュースレターでは、以下の事項に関連する基本的な情報について説明する。 

 

・既存の会社に対する事業会社法の適用 

・会社に対する新民法の適用 

・事業会社法における有限会社 

・事業会社法における株式会社 

・法律上の規定に関する実務的留意点 

 

本ニュースレターは（特に以下の 4 ないし 6 において）有限会社（s.r.o.）と株式会社（a.s.）とに焦点

を当てているが、それは、これらの会社がチェコにおいて も一般的な会社形態であるからである。

チェコ法上、他に合名会社（v.o.s.）及び合資会社（k.s.）が存在するが、チェコの法律界、経済界に

おいては、あまり用いられていない。 

 
 

2. 既存の会社に対する事業会社法の適用 

事業会社法は 2014 年 1 月 1 日以降に生じる権利義務関係に適用される。2014 年 1 月日より

前に設立された事業会社の内部関係については廃止された商法が引き続き部分的に適用されう

ることには留意が必要である。 
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事業会社法（777 条）は、その強行規定に反する定款の規定を無効としている。すべての事業会

社は、 

 

・その定款を事業会社法を遵守した内容に修正し、商業登記所に 2014 年 6 月 30 日までに届け

出なければならない。 

・商業登記所は（届出が遅延した会社に対し）修正を求める遅延通知を発する。 

・上記の通知に従わない場合、裁判所（チェコにおいては商業登記所は裁判所の一部である）は、

事業会社を終了させ、解散手続を命じる。 

 

旧商法に従って設けられた定款の規定であって事業会社法に反しないものは有効なままである。 

 

2014 年 1 月 1 日以前に設立された会社は、2015 年 12 月 31 日までの間に、廃止された旧商

法の規定の適用を排除し、完全に事業会社法に従うか否かについて決定することとされている。こ

の選択はオプトインであり、商業登記所に登録される必要がある。 

 

 

3. 会社に対する新民法の適用 

事業会社法は会社に関する実務の詳細をつかさどるものであるのに対し、新民法は、事業会社に

関しても例外なく適用される一般的な法の原則を集約、統一している。 

 

新民法の一般的な規定は、すなわち、以下のような事項に適用になる。 

 

・会社の設立 

・名称 

・役職及びその変更 

・機関 

・事業会社の終了、変更及び清算 

 

会社を代理して行動することに関しては、代理の法的地位によって（例えば、法律上一般的な代

表権を持つと定められた機関であればすべての事項について、従業員であればその地位に割り当

てられた部分的な事項について）、民法により、詳細かつ異なる程度規定されることになる。委任

状及び委任に基づく代理については、特に詳細に規定されている。 

 

権限を超えた代理の結果に関する事項も重要と考えられている（新民法 440 条）。権限の範囲に

ついての第三者の認識、会社が遅滞なくその行為について異議を申し立てたか、及び、その他の

条件が、会社及び行為を行った個人を拘束するか否かを決めることになる。代理人が自らのため

に行為すること（例えば、契約を締結すること等）は一般的に有効である。 
 
 

4. 事業会社法における有限会社 

事業会社法上（かつ、チェコ法上）の資本を有する会社の類型は有限会社と株式会社のみであ

る。 

 

定款－事業会社法は、定款（memorandum of association）と会社規則（company statutes）を分

けて定めることを求めていない（旧商法においては求められていた）。定款は会社の設立に関する
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規程、並びに、さまざまな会社に関する実際的な情報及びガバナンスに関する規程を含む文書で

あると理解されている。 

 

一定の事項については規定することが義務とされており、必ず定款において定められなければいけ

ないが、それ以外は法に反しない事項はどのようなものでも定めることができる。 

 

定款の変更は、一定の様式が要求される。それぞれの内容は、事項によって、異なる会社の機関

によって決定され実現されることになる（例えば、すべての持株権者の同意、持株権者総会の決

議、持株権者総会の授権に基づく業務執行取締役（managing director）の決定等）。 

 

事業持分－会社は定款の規定に従い異なる種類の持分を発行することができる（事業会社法

135 条）。同じ種類の持分の持分権者はすべて同じ権利を持つ。（持分ごとの）特別な権利は、異

なる事業への貢献の度合いや、異なる議決権に関する合意や、利益の配分に関する権利等を反

映している。 

 

各持分権者は 1 つ以上の同一の持分あるいは異なる持分を保有することができる。更なる持分を

取得した持分権者はそれをどのように取扱うかを決めることができる。例えば、取得した持分を既

に保有していた持分と統合することもできるし、別の持分のままとすることができる（将来の処分を

考えるとそのほうが実務的に望ましい可能性がある）。 

 

従前の法制では、それぞれの持分権者の持分は統合されるべきとの原則が適用され（1 持分権

者 1 持分）、持分は同一の種類のものしか許容されていなかった。 

 

持分証券は、いかなる持分について発行されることができ、制限のない譲渡性を持つ。その所有

者は、持分権者名簿において、持分権者として表示される必要はない。持分証券は裏書により譲

渡される証券であり、登録されたり、公に売買されたりすることはできない。それは、裏書及び買主

への交付の形式により、事業への参加の譲渡に関する手続を簡素化するものである（事業会社法

137 条及び 138 条）。 

 

旧商法はそのような概念が有限会社に関して適用されることを認めていなかった。 

 

出資の 低額－有限会社の持分権者による出資の 低額は 1 チェココルナとされ、有限会社は

より広く利用されることが可能になった（事業会社法 142 条）。 

 

従前の法制によれば、 低資本金は 200,000 チェココルナ、1 人あたりの持分権者の 低出資

額は 20,000 チェココルナとされていた（旧商法 108 条及び 109 条）。 

 

会社からの脱退－旧商法の下においてはなかった、新たな可能性－持分権者が会社の存続期

間又は主要な事業株主総会の決定に反対である場合には、持分権者は会社を脱退することも可

能になった（事業会社法 202 条）。 

 
 

5. 事業会社法の下における株式会社 

旧商法においても度重なる改正が行われていたが、今回の立法は、株式会社に関する規制に根

本的な変更をもたらした。以下はそのいくつかの例である。 

 

低登録資本金－は、200 万チェココルナとされた。これは従前と変わらないが、ユーロによる表

示も可能となった。ユーロの場合の 低額は 80,000 ユーロである。また、事業会社法は、公募に
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よる会社の設立という形の設立方法を廃止した（その場合、旧商法の下においては 低登録資本

金は 2,000 万チェココルナとされていた。）。 

 

特別な権利を有する株式の発行の可能性－事業会社法の下では、利益の分配又は異なる議決

権について定めた、あるいは、会社に対する株主の関係を反映した（従業員株式等）株式を発行

することができる（旧商法の下では優先株式を発行できたのみであった。なお、チェコにおける優先

株式は配当等の他、議決権について優先するものもあった。）。なお、会社の利益の状況に関わら

ず、利息付の株式を発行することは禁じられている。 

 

もう１つの非常に新しい概念として、額面のない株式を発行することが可能になった。そのような株

式は会社の登録資本のうちの同じ価値（持分）を表章することになる。各株式はそれぞれ会社規

則上異なる規定がない限り 1 議決権に該当する。もし、額面のない株式が発行される場合には、

額面のある株式を発行することはできない（事業会社法 257 条）。 

 

発行される株式の形式－株主が登録される形か、株主が公に公開されるような形に限定される

（事業会社法 263 条）。匿名で株式を保有することはできない。 

 

旧商法で認められていたかつての匿名株式は、2014 年 1 月 1 日をもって法律により変更される

こととなった。会社は、2014 年 6 月 30 日までに、当該変更を会社の会社規則に反映しなければ

ならず、当該変更を商業登記所に届け出なければならない。 

 

会社のガバナンス－伝統的な二元的モデル（会社を代表する機関と監督する機関が分離してい

るモデル。株式会社においては前者が取締役会、後者が監査役会）は残るものの、新たに（会社

を代表するとともに監督機能も果たす管理委員会とその構成員たりうる業務執行取締役による）

一元的モデルも使用可能となった（事業会社法 369 条及び 456 条以降）。当該一元的モデルに

よる場合、会社のガバナンスは 1 人の人間に委ねることも可能になる。 

 

監査役会は、従業員によって選ばれるメンバーを有する必要がなくなった（事業会社法 446 条以

降）。旧商法は、50 人以上の従業員を有する会社について、監査役会のメンバーの 1/3 は、従

業員によって選任されなければならないとしていた。 

 

ウェブページ－株式会社はウェブページを設け、一定の義務的なデータを掲載しなければいけな

いこととされた。例えば、まずその株主総会の招集通知をウェブサイトに掲載しなければならないと

され、同時に株主に送付しなければいけないとされた（事業会社法 406 条）。これは旧商法時代

にはなかった、事業会社法により新たに定められた株式会社の義務である。 
 
 
6. 有限会社及び株式会社双方に適用されるその他の新たな規定 

法人は、他の会社を代表する機関となることができるが、自然人により代表されなければならない

（新民法 154 条、事業会社法 46 条、同 63 条及び同 69 条等）。したがって、会社のガバナンス

は、持株会社の場合、簡素化することが可能である（例えば、親会社が子会社を代表する機関の

構成員となることができる。）。従前、民法上は、自然人のみが法人の構成員となることが許容さ

れていた（法人が会社を代表する機関であるジェネラル・パートナーとなることができる合資会社を

除く。）。 

 

職務遂行に関する合意－会社を代表する機関としての職務遂行に関する契約において、報酬

（及び当該役職の遂行により受けたその他対価（事業会社法 60 条））を明記しなければならない。

書面による契約がなく、株主/持分権者総会により承認されない場合、当該職務遂行は無報酬と
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みなされる（既存の契約については、2014 年 6 月 30 日までに明確化されなければならない。）。

当該職務の遂行が会社の損害につながると考えられる場合、報酬は支払われない。従前の法制

ではこのような合意の概念を認めていたものの、当該内容に関する詳細な要件は定められていな

かった。 
 
会社を代表する機関の注意義務－経営判断原則が適用される（事業会社法51条以降）。一般

的に、会社を代表する機関の構成員が誠実かつ会社の利益のために行為する場合、当該構成

員は適法に行為したものとも推定され、かかる決定により生じた損害につき責任を負わないものと

考えられる。訴訟の場合、結果の内容を問わず、結果ではなく決定のためのプロセスが重要となる。

昨今のドイツ法制に触発されて、商法（194条5項）により定められていた、従前の比較的厳格かつ

簡略化された規制は廃止された。  

 

会社を代表する機関の資格において行為しながら、同時に会社の管理職として雇用されることは

できない。従前の法制下では、当該行為は一般的であり広く慣行として行われていた（中小企業に

おいては も顕著であった。）が、昨今の判例法及び今回の立法においては特に排除されている。 
 
今回の立法において、商法には規定のなかった、会社の機関の構成員の選任/解任に関する「累

積投票制度」が導入された（事業会社法 178 条以降及び同 354 条以降）。株主/持分権者の議

決権は、（元の議決権数に）取締役会のメンバーの選任される数を乗じた数となる。株主/持分権

者すべての選択が、特定の者に割り当てられるか、2 名以上の候補者の間で分散される。これに

より、会社を代表する機関の選任において、少数株主/持分権者の議決権を強化するものであり、

少数株主/持分権者の持分の保護が強化される。  

 

会社のグループ内取引は、一般的に、透明性を確保する条項に従うことを条件として、許容され

た。会社が、設立から 初の 2 年間に、創業者又は株主から資産を取得する場合、対価の価額

を決定するために、専門家による意見書が必要な場合がある。監査役会又は株主/持分権者総

会は、会社及び会社を代表する機関（又はその構成員）の間の契約を拒否することができる。 

 

これにより、この点に関する商法上の複雑なルール（196a 条）は、廃止された（例えば、ローン契

約又は会社資産の無償譲渡に関する規定は、会社の構成員の近親者等をも対象としていた。同

規定の下では、そのような取引は、会社の 高機関による事前同意が義務付けられ、取引におけ

る一般的な条件に適合させる必要があった。）。 

 

事業会社法において認められていない親会社及び子会社間の契約の一部（とりわけ、「コントロー

ル契約」及び収益の移転に関する契約）は、事業会社法の規定（780 条）により、2014 年6 月 30

日より後に到来する、親会社の決算期の 終日に終了する予定である。従来の制度では、「企業

グループ」（一以上の法人が、第三者が行使する単一の支配権下になること）を形成するには、コ

ントロール契約を締結し、登記簿において公表する必要があった。 
 
新法の下では、事業年度の途中において、会社の財政状態やその他会計上の義務の履行状況

に応じて、事前に利益の分配を行うことが可能となった。従前の法制では、会社の 高機関がそ

のような決定を行ったとしても、かかる分配を明確に禁じていた。かかる分配は、新たに臨時計算

書類が作成され、臨時株主総会が当該事項を決定した場合にのみ許容されていた。 

 

また、新法の下では、会社は（任意に定款にその旨定めない限り）利益から留保金を設定し、積み

立てる必要はない。旧商法においては、このような留保金の設定等が必要とされていた。 
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7. 法律上の規定に関する実務的留意点 

これまでのところ、まだ、新法が実務上十分に適用されていないため、多くの規定が不明である。 

 

現実的に、かつ当面の間は、想定される訴訟又は契約の法律上の有効性を争うリスクを回避する

ために、可能であれば、最も安全な解釈を順守することが賢明である。 

 

議論のある解釈上のリスクの事例としては以下のものがある。 

総会が機能不全に陥る可能性－新たに設けられた形式的な要件として、委任状が、その委任さ

れる行為と同様の様式で、発行されなければいけないとされた（新民法441条2項）。これにより、

当該要件の厳密な解釈の下では、一部の委任状について、チェコの公証人が公正証書の様式で

作成する必要があることとなる。これにより、外国株主がチェコ共和国に実際にやってくることが必

要となる可能性がある。当該事項に係る裁判所による解釈及び適用は不明である。 

 

もっとも、上記とは異なる新法の条項及び異なる原則に基づいて運用される書面決議を代替的な

解決策として用いることが可能である。 

 

会社を代表する機関の兼任－上記のとおり、会社を代表する機関と管理職を兼任することは一

般的に認められていない。ただし、新法の一部の条項は、一定の例外を認めるより柔軟な解釈に

つながる可能性があることを留意しなければならない。 

 

事業会社法に従い、兼任的な契約関係は排除し、経営上の関係については、会社を代表する機

関の職務遂行について定めた単一の包括的な契約において規定することが望ましい。 

 

総会の招集－総会の招集は一般に公開される形で行われなければならず、提案された決議の草

案一式が盛り込まれなければならない（事業会社法184条及び407条）。後者の要件は従前の法

制にはなく、新たに設けられた。これにより、全面的に招集通知に含める義務のある契約（例えば、

会社を代表する機関の職務遂行に関する契約）の開示につながるか、また一定程度、匿名での

開示が可能かどうかは不明である。 

アンダーソン・毛利・友常法律事務所 

弁護士 小林 英治 

弁護士 青柳 良則 

 
Balcar Polanský Eversheds 
弁護士 Jaroslav Srb 

弁護士 Lukas Koukal  
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本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供であり、具体的な法的アドバイスではありません。 

お問い合わせ等ございましたら、当事務所の小林 英治（ ）又は青柳 

良則（ ）までご遠慮なくご連絡下さいますよう、お願いいたします。 

本ニュースレター記載の情報の著作権は当事務所に帰属します。本ニュースレターの一部又は全部

について無断で複写、複製、引用、転載、翻訳、貸与等を行なうことを禁止します。 

 

本ニュースレターの配信又はその停止をご希望の場合には、お手数ですが、 

 

までご連絡下さいますようお願い申し上げます。 
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