は

し

が

き

本書は，昭和39年の商業登記法の施行に併せて，その実務上の
指針を示すものとして発刊されて以来，幸いにも多くの登記実務
家をはじめ，関係各方面に広く活用されてきました。
その後，制度及び運用の両面にわたる改正等に伴い，数次に及
ぶ改訂を重ねてきましたが，「現下の厳しい経済状況及び雇用情
勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正す
る法律（平成23年法律第82号）
」の施行による登録免許税法（昭和
42年法律第35号）の改正や登記特別会計の廃止に伴う登記手数料
の納付方法の変更等の「商業登記規則
（昭和39年法務省令第23号）
」
の改正部分を盛り込んだ〔全訂第五版〕
（平成24年11月刊）発刊後，
「会社法の一部を改正する法律（平成26年法律第90号）
」及び「会
社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関す
る法律（平成26年法律第91号）
」並びに「商業登記規則等の一部を
改正する省令（平成26年法務省令第33号）
」の施行に伴う商業登記
に関する改正，取締役等の本人確認証明書の添付等を定めた「商
業登記規則等の一部を改正する省令（平成27年法務省令第５号）
」
や株主リストの添付等を定めた「商業登記規則等の一部を改正す
る省令（平成28年法務省令第32号）
」の改正部分を盛り込むととも
に，内容の一層の充実を期すべく上記以外にも広く見直しを行い

ました。
本書がこれまで以上に登記実務家はもとより，関係の方々に広
く活用され，商業登記事務の適性・円滑な処理に役立つことを願
っております。
平成31年４月

登記研究編集室

凡

例

本書において使用した略語は，次のとおりである。
会＝会社法
施行規＝会社法施行規則
計算規＝会社計算規則
商登＝商業登記法
規則＝商業登記規則
準則＝商業登記等事務取扱手続準則
整備法＝会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
商＝商法
旧商＝旧商法
旧有法＝旧有限会社法
民＝民法
非訟＝非訟事件手続法
登税＝登録免許税法
登税施令＝登録免許税法施行令
登税施規＝登録免許税法施行規則

例えば，
「会911Ⅲ」は「会社法第911条第３項」を，「商登47Ⅱ②」
は「商業登記法第47条第２項第２号」を，また，「平28．6．23民商第98
号民事局長通達」は「平成28年６月23日付け法務省民商第98号法務省
民事局長通達」を示す。
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