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会社設立会社設立会社設立会社設立のののの際際際際によくによくによくによく起起起起きるきるきるきるトラブルトラブルトラブルトラブルとととと解決方法解決方法解決方法解決方法    ～～～～    そのそのそのその２２２２    

 

 １１１１．．．．    はじめにはじめにはじめにはじめに    

 前稿ではタイにおける会社設立の手続きの概要及びこれに伴ってよく発生するトラブル及び問題点等について解説した。本稿では、会社設立後の様々な法律関係のうち、特に関心が高いと思われる事項について解説する。 
 尚、本報告書における見解は、調査委託元のものであり、必ずしも全てジェトロの見解を示すものとは限らない。 
 本調査は、Miyake & Yamazaki Co,Ltdコンサルタント・日本国弁護士の小林秀彦氏に委託した。 
 

 ２２２２．．．．    発起人発起人発起人発起人とととと株主株主株主株主のののの関係関係関係関係    

 まず、発起人と株主との関係について簡単に説明する。発起人とは、会社設立事務（定款を作成し、株主を募集し、会社の機関具備等の事務手続）の執行者を意味する。注意すべきは、発起人が行った事務行為が全て当然に設立した会社に引き継がれる訳ではない点である。発起人の行為は、①会社の設立それ自体を目的とする行為（例えば、定款の作成・社員の確定・機関の具備等）、②会社の設立に必要な行為（例えば、設立事務所の賃貸・株式申込証用紙の作成・創立総会の会場の賃借等－なお、設立費用はこれらに関連して発生する費用である）、③会社の営業開始の準備行為（例えば、会社の工場用地の購入・財産引受等）に分類可能であるが、①を除いては、発起人のなした行為の効果は、当然には新会社には引き継がれない。後に説明するように、新会社の創立総会で株主の承認があって初めて、発起人の行為の法律効果が新会社に承継される。 
 なお、タイ法では、一人会社は認められていない。発起人は最低 7名を要する。只、発起人の国籍に関する規制は存在しないため、発起人全員が外国人（日本人）であっても差し支えない。複数の発起人間の法律関係は、日本法の発起人組合（民法上の組合）と同一と考えられる。実務上あまり重要ではないため詳しくは説明しない。 
 ところで、タイの民商法では、発起人は最低 1株を引き受ける義務を負っており（第 1100条）、引受株式数は、基本定款に記載される。その意味で、発起人は基本定款登録段階で株主の地位も取得すると考えられる。この点は日本の商法と同様である。しかしながら、これを以って発起人と株主の地位の関連性を説明することは困難であり、タイ民商法は発起人も株主として出資義務を負うと定めたに過ぎないと考えられる。 
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ちなみに、株主の責任については、日本の商法（2006年施行が予定される「会社法」）と同様に株式の引受額を限度とする間接有限責任である。只、注意を要するのは、タイ民商法は資本金の全額払込義務を定めておらず、会社設立時（増資時も同様）は資本金の最低２５パーセントの払込で足りる（第 1110条 2項－分割払込制度）。その余の未払い資本部分については、取締役会の決議によって適宜株主に払込を求める。只、引受額を限度とする責任であることから、株主の間接有限責任の原則に相違はない。 
 ３３３３．．．．    取締役取締役取締役取締役とととと労働許可証労働許可証労働許可証労働許可証    

 次に、取締役と労働許可証（ワーク・パーミット）の問題について説明する。 
 （（（（１１１１））））    労働許可証労働許可証労働許可証労働許可証についてについてについてについて    

 タイは、外国人の就労を規制している。外国人がタイ国内で就労するためには、下記の必要緊急業務届出を除いて、労働許可証（WORK PERMIT／ワーク・パーミット）の取得が必要である。その詳細は、Immigration Act B.E. 2522 (1979)「仏歴 2522年入国管理法」、Alien Work Permit Act B.E. 2521 (1978)「仏歴 2521年(1978)外国人労働管理法」、Regulations of the Department of Employment 
Subject: The criteria for a work permit approval consideration (B.E. 2547) 「仏暦 2547年（2004）労働許可証審査の基準と題する雇用局規則」が定めている。 

 違反者には、罰則として、「３ヶ月以下の禁固若しくは５千バーツ以下の罰金またはその併科」が科される。 
 （（（（２２２２））））    必要緊急業務届出必要緊急業務届出必要緊急業務届出必要緊急業務届出についてについてについてについて    

 労働許可証は長期就労者を想定しているが、短期間タイに滞在して就労行為を行う者（例えば短期出張者）も存在するため、これらの者のために、届出を行えば一定期間に限って就労が許されている。その詳細は、Regulations of the 

Department of Employment on Acceptance of Report on Necessary and Urgent Work 

B.E. 2545 (2002)「仏暦 2545年（2002）必要緊急業務届出受理施行規則」が定めている。 

 この短期の就労であるが、労働社会福祉省雇用局外国人労働課へ「必要緊急業務届出」をすることで 15 日以内の必要且つ緊急の業務行為を行なうことが許される（なお、BOI 企業は、ワン・ストップ・サービス・センターで最長 30日の労働許可が取得できる）。但し、全ての業務が対象になる訳ではなく、必要緊急業務届出受理施行規則では対象業務がリスト・アップされている（下記のリストを参照されたい）。  
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なお、違反者には、労働許可証を得ない就労行為の場合と同様、罰則として、「３ヶ月以下の禁固若しくは５千バーツ以下の罰金またはその併科」が科される。 
 

**************************************************************** 〔届出対象業務リスト〕 
 

1. 経営及び学術にかかる就労行為 
(1)  会議、交渉、セミナー若しくは視察 
(2)  社内監査 
(3)  講演、学術的な就労行為 
(4)  航空事業の支援 

 

2. 技術にかかる就労行為 
(1) 専門技術的業務、検査及び技術的問題の改善業務 
(2) 機械設置及び技術問題に関する会議 
(3) 航空技術及び航空機械整備業務 
(4) 機械の修理若しくは設置作業 
(5) 石油化学に関する技術作業 
(6) 機械装置の試運転 
(7) 技術指導及びセミナー 
(8) 映画作成及び写真撮影 

 

3. 海外派遣業務（タイ人を対象） 
(1)  人材選抜 
(2)  技能試験 

 

4. その他 
(1)  商品買付け 
(2)  観光旅行催行 
(3)  非営利の慈善奉仕活動 
(4) その他局長若しくは局長が任命した官吏が妥当と認め    たもの 

 

**************************************************************** 

 （（（（３３３３））））    取締役取締役取締役取締役とととと労働許可証労働許可証労働許可証労働許可証についてについてについてについて    

 タイ国内で就労するためには、原則として、上記の労働許可証の取得若しくは必要緊急業務届出が必要である（なお、特殊行政法人等の職員の公用ビザにつ
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いては論及しない）。これを欠く就労行為は全て違法行為となり刑事処罰の対象となる。 
 なお、「商用ビザ（ノン・イミグラント・ビザ・カテゴリーＢ）」を取得していれば、90日間に限って就労できると誤解されている話しも聞くが、商用ビザは労働許可証の取得の前提条件であり、商用ビザのみでは就労を行なうことは許されない。その意味で、必要緊急業務届出若しくは労働許可証の取得がなければ、商用ビザを得ていても何らのプロテクトにならないことは注意されたい。 
 では、日本人取締役の労働許可証取得についてはどうか。単に取締役と言っても次のような区分が可能である。 
 

A: 日本に在住する普通取締役（Ordinary Director） 
B: 日本に在住する署名権限を有する取締役（Authorized Director） 
C: タイに在住する普通取締役 
D: タイに在住する署名権限を有する取締役 
 （I） 日本に在住する普通取締役について 
 労働許可証（必要緊急業務届出も同様）は、外国人がタイ国内で就労行為を行うために必要なものである。従って、就労行為がタイ国外で行われる場合には不要である。タイ現地法人の普通取締役であっても、日本に在住しており、タイ国内で就労行為を行わない限り、労働許可証の取得は必要ない。 

 只、注意が必要な点は、例えこのような取締役であっても、タイ国内で開催される取締役会等に出席する場合には、少なくとも必要緊急業務届出が必要になるということである。これはまさにタイ国内での就労行為となるからである。 
 （II） 日本に在住する署名権限を有する取締役 

 では、署名権限を有する取締役（Authorized Director）が署名行為を日本国内で行う場合等はどうであろうか。署名権限を有する取締役は、日本の代表取締役に類似する制度であり、その署名を以って会社の行為と看做される。とすると、署名の効果はタイ国内で発生することから、その署名行為のためには労働許可証が必要のようにも思われる。しかしながら、タイ法は、外国人が「タイ国内で」就労行為を行う場合に、労働許可証（必要緊急業務届出）が必要とするものであり、「タイ国外で」の就労行為がタイ国内で効力を発生するとしても労働許可
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証を要するとはされない。従って、署名行為がタイ国内で行われない限り、労働許可証の問題は発生しない。 
 もっとも、前述のとおり、タイ国内で開催される取締役会等の会議に出席したり、タイ国内で契約書等に署名する場合には、必要緊急業務届出が必要になる。 

 （III） タイに在住する普通取締役 
 タイに在住する取締役であっても、タイ国内で就労行為を行わない限り、労働許可証は不要である。法的にはこれが結論であるが、如何なる意味においてもタイ国内で就労行為を行っていないかを十分検討する必要がある。仮に、年 1回だけの取締役会等の会議に出席するとしても「タイ国内での就労行為」に該当するため労働許可証の問題が生じることには注意を要する。なお、就労行為は有償・無償を問わないので注意されたい。労働許可証の問題は、報酬等の支給とは無関係である。 

 （IV） タイに在住する署名権限を有する取締役 
 タイに在住する署名権限を有する取締役についても、上記（III）と同様である。しかしながら、署名権限を有する取締役の場合、日常業務として会議等に出席し、書類・小切手に署名することが予定されている。従って、署名権限を有する取締役がタイ国内で何ら就労行為を行わない状況は想定し難い。従って、極めて特殊なケースを除いて、タイに在住する署名権限を有する取締役は、労働許可証を取得すべきと考えられる。 
 タイ国内に在住しながら労働許可証を取得していない署名権限を有する取締役は、労働社会福祉省の担当官から違法就労の疑惑を掛けられることは避けられないと考える。 
 （（（（４４４４））））    複数箇所複数箇所複数箇所複数箇所でででで就労就労就労就労するするするする取締役取締役取締役取締役についてについてについてについて    

 労働許可証の取得を要する取締役で、複数の事業所等で就労する場合、労働許可証には全ての事業所（会社）が就労場所として記載される必要性がある。一旦労働許可証を取得すれば、タイ国内の何処でも就労できる訳ではない。この点は、労働許可証の取得手続が社内の担当部署や外部コンサルタント事務所等で行われることが多く、且つ申請書類が全てタイ語で記載されるため、就労場所の記載がされることさえ認識しない場合があるので注意を要する。 
 このように、労働許可証には就労場所（Work Place）が記載される。従って、
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労働許可証は、就労場所に記載された場所での就労行為のみを許可するもので、他の場所での就労行為は許されない。従って、事務所が移転した場合にも、労働許可証の就労場所の記載変更が必要となる。 
 なお、タイ国内に複数の関連会社を有する日系企業やタイ現地法人が支店を有する場合で、同一駐在員が複数社の署名権限を有する取締役を兼ねたり、支店でも就労する場合があるが、この場合も全ての就労場所が労働許可証に記載される必要があるので注意を要する。 

    ４４４４．．．．    合弁事業合弁事業合弁事業合弁事業とととと合弁契約書合弁契約書合弁契約書合弁契約書     タイに進出する日系企業の進出形態としては、一般的には、日本本社（若しくは関連会社と合わせて）の単独資本（若しくは外資マジョリティー）による進出形態とタイ資本（企業）との合弁事業としての進出形態とが考えられる。只、単独資本（外資マジョリティー）による進出形態の場合、外国人事業法の規制が関わってくるため事業活動の種類によっては単独資本での進出が困難となる。そこで、外国人事業法の規制業種に該当する事業活動を目的とする会社をタイに設立しようとする場合、ＢＯＩの奨励業種でないときは、単独資本（外資マジョリティー）での進出を断念して、タイ人（企業）との合弁事業とせざるを得ない状況が発生する。  タイ人（企業）との合弁事業の場合、合弁契約書を作成するのが一般的である。そこで、合弁契約書について、作成の注意点等を含めて解説する。      （（（（１１１１））））タイタイタイタイにおけるにおけるにおけるにおける合弁事業合弁事業合弁事業合弁事業     タイに進出しようとする日系企業がまず直面する問題は、前述のように外資規制の問題である。タイには国内産業等を保護するため特別法が存在する。外国人事業法（Foreign Business Act B.E. 2542 (1999)）である。法律の内容についてはここでは論及しないが、本法は、外国人（外資企業）の事業活動を制限しており、その対象は外国人（外資企業）である。他方、タイ法人であれば外国人事業法の規制を受けない。即ち、特別な業種（運送業・倉庫業等）を除いて、自由に事業活動を展開できる。ちなみに、運送業や倉庫業は、特別法でタイ法人も規制されているので注意が必要である。  また、タイは日系企業にとって異国（文化・伝統・言語・生活習慣の異なる国）であるため、当地の事情に通じたタイ企業と提携（合弁）して事業活動を行うことが望ましい場合もある。  そうした事情から、日系企業がタイ企業（タイの有力企業が多いと思われる）と提携関係を結び、タイ企業の資本参加を得て、タイ法人として合弁会社を立
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ち上げ事業活動を行っているケースは少なくない。その際、例外はあるものの、日系企業の多くは、タイ企業との間で合弁契約書を締結し、出資方法・資金調達方法・経営方針等を決定することが多い。  （（（（２２２２））））合弁契約書作成合弁契約書作成合弁契約書作成合弁契約書作成のののの意味意味意味意味     では、合弁契約書を作成する意味は那辺にあるのだろうか。この理解の差異によって、合弁契約書の記載内容が異なってくる。相互の理解を確認して、友好的に事業活動を展開していくための合意文書として作成することもあろう。この場合には、合弁契約書は詳細な内容にならないことが多い。一方、合意内容が多岐に亘る場合には、合弁契約書も条項が多岐に亘り、契約書も可也のボリュームになることも珍しくない。  ちなみに、合弁契約書（書式・記載内容・注意事項等）について書かれた文献は多く、その内容も執筆者によって微妙に異なる。只、どの説明が正しいということは言えない。合弁契約書を様々な角度から見ているからである。以下の内容は、筆者の経験からの見解であり、他のものと異なるかもしれないが、一つの見方・考え方としてご参考にして頂ければと思う。  紛争解決の道標  日系企業がタイの合弁先と合弁契約書を作成し、合弁会社を設立、合弁内容に沿った事業活動を展開しているとしよう。そのような場合、合弁会社設立後、合弁契約書は、何時、会社の経営者・担当者の目にとまるであろうか。定期的に契約内容の確認のため担当者（例えば法務スタッフ）が通覧することもあろう、また、新たに日本から着任した経営責任者が合弁内容を確認するために通読することもあろう。しかしながら、一般的には、合弁契約書は作成されて相当期間が経過している場合、合弁契約書の存在すら忘れさられることもある。  ところが、合弁契約書が改めて精査され、契約内容を厳密に検討される場面が生じることがある。契約不履行（相手方が合弁契約書で約束した内容を遵守しない状況が発生した場合）である。そのような場合、ある具体的な義務（やるべき事柄）について、何れの合弁当事者が担当するのか、これを怠った場合に相手方当事者はどのような法的手続が可能なのか等々について、合弁契約書を眼光紙背に達する程丁寧に読む必要に迫られる。逆に言えば、合弁契約書は、合弁事業が順調に進み、何も問題を生じていないときには、余り表舞台には登場して来ない訳である。  ところで、合弁事業の内容は合弁契約書に細大漏らさず記載されている必要性は必ずしもない。合弁当事者間の信頼関係が厚く、未来永劫不変のものであれ
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ば、合弁契約の内容はメモ書程度でも構わない訳である。極端な場合には契約書すら不要である。「あの処理頼むよ。」「分かった。任せてくれ。」で足りる訳である。しかし、信頼関係（特に、異文化間の信頼関係）は何時変化するか誰も予測出来ない。  ところが、契約不履行が発生した場合にはこうは行かない場合が多い。まず、契約条項の解釈から争いになる。更に、紛争を何処の裁判所（仲裁機関）で、何法（準拠法）を使って解決するかも争いになってくる。従って、合弁契約書には、義務内容の明確性（誰がどのような義務を負っているかを一義的に明確に記載する必要性）が求められ、紛争解決の方法（準拠法・裁判管轄・仲裁地等）も含めて、誰が読んでも分かるように記載する必要性が出てくる（一読了解が理想である）。更に、合弁契約書の特殊性として、後述するが、契約不履行があった場合における契約解除方法・合弁解消（後始末）方法についても明確に定めておく必要性がある。  纏めると、合弁契約書とは、合弁事業の内容（事業目的は何か、誰が何をするか等）を明確に記載するもので、これは合弁事業をスムーズに進める目的があるばかりでなく、一旦、紛争が発生した場合の義務履行の責任を誰が負っているか、義務の内容はどのようなものか、義務履行の責任を負っているものが義務を履行しない場合に合弁の相手方はどのような法的手段が採れるか等々を記載しておくものであり、『紛争解決（防止）のための道標』の役割を果たしている。従って、将来の紛争を想定した条項の入っていない合弁契約書には問題があると言って過言ではない（ちなみに、誠実協議条項－「紛争は双方誠実に協議の上解決するものとする」－は、実際の紛争解決について役に立たない。協議が纏まらない、若しくは、そもそも協議できないときは解決不能となるからである）  （（（（３３３３））））合弁契約書作成上合弁契約書作成上合弁契約書作成上合弁契約書作成上のののの注意点注意点注意点注意点     巷間、合弁契約書について書かれた書籍は多く、作成上の注意点についても詳しく解説されているが、ここではタイにおける合弁契約の特殊性に応じた注意点に焦点を絞って解説する。  （I）  使用言語  合弁契約書を作成する場合、まず検討する必要があるのは使用言語である。日系企業とタイ企業との間の契約書であるから、使用言語として考えられるのは、日本語、タイ語及び英語の３ヶ国語となる。では、どの言語を使用するのが望ましいか。  日系企業にとっては、日本語で契約書が作成できれば誰でも内容を確認
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できて便利である。しかし、タイ企業（タイ人）にとって日本語は難解な言語であるため、日本語（特に、契約書の日本語）を理解できるタイ人は極めて限られる。では、タイ語で作成するのはどうか。タイ語であれば、タイ人は容易に内容を理解できて便利であるが、日本語の場合と同様、今度は日本人が理解不能となる。タイ語（特に、書き言葉）は日本人にとって難解極まりない言語だからである。 
 ということで、日系企業（日本人）にもタイ企業（タイ人）にも理解可能な言語である英語を使用することが多くなる。しかしながら、ここで注意しなければならない点は、英語は、日本人にとってもタイ人にとっても、外国語であるということである。即ち、外国語であるだけに共通の理解を確立するためには、英語を正確に理解する能力、特に契約書の英文を読解する能力が双方に必要になる。とは言っても、多少英語が読める程度では、契約書の英語を解読することは難しいことも事実で、合弁契約書の作成・解釈には法律専門家の助けを借りざるを得ない。  （II） 外国人事業法（Foreign Business Act）－ 規制業種  前述のように、タイには外資規制の法律が存在し、外資企業の事業活動を制限している。従って、合弁企業が外資企業を予定しているときは、合弁契約書の作成に先立って、合弁企業の事業活動が規制業種に該当しないかを確認することが欠かせない。合弁企業が設立されても事業活動が開始できない状況が生じる可能性があるからである。  （III） 株式譲渡  合弁契約書では、合弁当事者が保有する株式の譲渡を希望する場合に、まず他の合弁当事者に優先的に買い取りの権利を与えるのが一般的である。その際、譲渡金額についても額面での譲渡を義務付けるものが見受けられる。勿論、株式の譲渡は、他の財産の譲渡と同様に、売主（譲渡人）と買主（譲受人）との合意で金額等の条件を自由に定められる（「契約自由の原則」と呼ぶ）。  しかしながら、タイにおける株式譲渡については、国税当局（Revenue Department）との関係を考慮しておく必要性がある。すなわち、株式の市場価格（Fair Market Value）を下回った価額での株式譲渡に対しては、国税当局が低廉譲渡として、譲渡価額と市場価額（税務当局が独自に算定した額）との差額に課税してくることがあるからである。  従って、株式の譲渡に先立って、株式の価値を第三者機関に鑑定してもらう必要性も念頭においておく必要性があり、合弁契約書では「鑑定評価会社の鑑定に基づく価額で譲渡する」と規定することもある。更に、鑑定評価会社の選定方法・手順についても詳細に規定するものもある。  （（（（４４４４））））附属定款附属定款附属定款附属定款とのとのとのとの関係関係関係関係    
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 合弁契約書と附属定款（Articles of Association）の関係について説明する。  まず、注意する必要があるのは、合弁契約書は個別契約であり、契約当事者しか拘束しないが、附属定款は会社法上の規則で会社の行為を規律し、原則として第三者も拘束される点である。具体的には、合弁契約書と附属定款の規定に相違（齟齬）があった場合、いずれが優先されるかという問題である。例えば、合弁契約書で株主総会の決議要件を常に株主の４分の３の賛成を要すると規定したとする。ところが、附属定款では、株主総会の決議は株主の過半数の賛成（正確には、出席して投票する株主の過半数）で議決されると規定されていた場合、ある株主総会で賛成多数で決議がされたとき（例えば、取締役の選任）、合弁契約書の規定に反するとして、決議に異議のある合弁当事者（株主）は決議の無効を主張することができるだろうか。  結論は「否」となる。合弁契約書は契約当事者のみを拘束するもので、他の第三者（合弁会社も含む）を拘束するものではないからである。では、契約当事者に合弁会社も加わっていた場合はどうであろうか。この場合も結論は異ならない。というのは、確かに合弁会社も契約当事者として契約上の義務を負うが、契約違反は、原則として、損害賠償の問題になるだけで、会社の行為（この場合には株主総会の決議）を無効とする効力はないからである。一方、附属定款はどうかと言えば、附属定款は会社の憲法とも言えるもので、これに反する行為は原則無効とされ、契約等で勝手に内容を変更することは許されない。その意味で、附属定款の規定は契約の規定に優先する。  では、どうすればこのような状況を避けられるのであろうか。その方法としては、合弁契約書で規定された内容をそのまま附属定款に規定することである（但し、附属定款に規定することが出来ない内容もあるため、作成段階で専門家に相談する必要性がある）。こうしておけば、契約内容＝附属定款の内容となり、会社が附属定款に反する行為を行った場合、その行為は無効となる。  これに関連して、合弁契約書では契約書の内容を附属定款に記載することを義務付けたにも関わらず、実際の附属定款には規定が置かれていない場合がある。その原因の一つは、会社の設立時の書類（特に、基本定款・会社目的・附属定款等）がタイ語でのみ作成されていたため、附属定款に合弁契約書の内容が記載されたかを十分に確認できなかったことによると考えられる。しかしながら、一旦、附属定款が登記されてしまうと定款は有効となり、もしこれを改訂しようとすれば、株主総会の特別決議が必要になる。従って、附属定款の作成に際しては、少なくとも、英文翻訳を準備し、内容を十分に検討する必要がある。  （（（（４４４４））））合弁事業合弁事業合弁事業合弁事業（（（（契約契約契約契約））））のののの解消解消解消解消     合弁事業は、合弁当事者間の信頼関係を前提に、共通の目的達成のため開始されるものである。しかし、時の経過の中で信頼関係が失われたり、目的達成が不可能となったために合弁事業の解消の必要性が生じることがある。この場合、合弁契約書の解除も必要となる。  
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合弁事業の解消については、様々な遣り方がある。例えば、合弁契約書の解除、株式の合弁当事者への全部譲渡、株式の第三者への全部譲渡、合弁会社の清算等である。  しかしながら、合弁事業で合弁契約書が作成されている場合に注意を要するのは、合弁当事者が合弁会社の保有株式を譲渡しただけでは合弁契約書で負っている義務から免れない場合があることである。すなわち、合弁契約は、契約解除若しくは契約期間が満了しない限り（＝契約効果の消滅）、（合弁）契約当事者は契約に拘束されるのが原則です。従って、単に合弁会社の株式を譲渡しただけでは契約義務から解放されない。そこで、合弁契約書の中に合弁当事者が株式を全部譲渡した場合には合弁契約の当事者から除かれる（権利義務の消滅）とか、合弁契約自体が自動的に解除されると規定する場合が多い。  一口に合弁解消といっても、友好的な合弁解消もあれば、反目的な合弁解消もある。前者の場合、合弁解消は容易であるが、後者の場合には様々な問題が発生する可能性があり、時には合弁解消自体が不可能となるケースもある。そこで、合弁契約書では、将来の合弁解消の可能性を念頭において、解消の方法、解消に伴う諸問題への対応（資産の譲渡・返却、知的財産権の処分、貸付金等の返済方法等）について、十分検討の上、必要に応じて具体的に条文化しておくが望ましい。  国際的な合弁事業の場合、「話せば分かる」的な対応では問題が解決しない場合が多いことを念頭に置いておくべきである。  ５５５５．．．．    特殊特殊特殊特殊なななな株式株式株式株式（（（（優先株式優先株式優先株式優先株式））））     本稿の最後として、近時日系企業によって利用されるケースが増えてきた優先株式（Preferential Shares）について、簡単に言及することにする。紙幅の関係で詳細に論及することはできないが、配当、議決権及び外資規制との関係について説明する。  なお、実務的に利用される優先株式は、株主の権利を制限して普通株主の権利を高めるための手段として利用されている。その意味では劣後株式的な使用方法であるが、一般的にそうした場合も優先株式として解説されていることから、本稿でも優先株式の用語を使用する。  （（（（１１１１））））    配当配当配当配当     会社は累積損失がない状態で利益（配当可能利益）がある場合、この利益を株主に対して配当することができる（第 1201条）。配当は、原則として、株主の保有株式数に応じて支払われる（第 1200条）。しかしながら、例外的に、優先
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株主に普通株主に先立って配当を行うことが許される（第 1200条）。また、優先株式の場合、配当率は持ち株比率に応じる必要性はない。その意味で、配当に関して言えば、普通株主と優先株主との間では、株主平等の原則は働かないことになる。  こうした優先株式の優位性を利用して特定株主（優先株主）への配当性向を高めることも可能となる。しかしながら、優先株式の発行は、新株の発行時にしか認められない。普通株式を優先株式に変更することも許されない。従って、優先株式を発行するタイミングとしては、会社設立時及び増資時となる。  （（（（２２２２））））    議決権議決権議決権議決権     日本法では、株主は持ち株比率に応じた議決権を有するのが原則である。しかしながら、タイ民商法では、タイの株式会社の決議は原則として拳手で行なわれると規定し（第 1190条）、挙手の場合は 1株主につき 1 議決権が与え（第 1182条）、この過半数で決議が成立する（第 1190条）。但し、２名の株主により投票が要求された場合には、決議は投票によることになり、その場合は 1株式につき 1 議決権が与えられる（第 1190条、1182条）。  但し、これは普通株式の場合であって、優先株式の場合、これと異なる議決権付与が許される。例えば、保有株式５株につき１議決権のような取り扱いも許される。  この優先株式の議決権の別異な取り扱いを利用すると、タイ法人（発行株式の過半数をタイ人（企業）が保有する法人）における少数株主である外国人（日本人）が経営支配を行うことも可能となる。  （（（（３３３３））））    外資規制外資規制外資規制外資規制とのとのとのとの関係関係関係関係     外資規制の一般法である外国人事業法では、普通株式と優先株式は同等に扱われる。従って、上記の差異を普通株式との間で設けることが外資規制に反することにはならない。  しかしながら、優先株式も株式である以上、株式が有する法的な権利を完全に剥奪することは許されないので注意を要する。即ち、共益権である議決権及び自益権である配当請求権を完全に奪うことは許されない。  以上 
 


