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イン、話が長い人、脱線する人、沈黙する人…。生
産性の低い会議をどのように変えていけばいいのか。
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シェルパワークス株式会社／米倉 達哉

今さら聞けない！
会社の仕組みと役員が負う責任
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※お客様の個人情報は、商品発送のた
めのみに使用させていただきます。
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ネットニュースや SNS で、このような話題を
見かけたことはありませんか。
「周囲から経営者

と思われていた人物が、実は会社の株式を一部
しか持っておらず、第三者が 51％以上の株式を

web サイト QR コード

手に営利事業を行うものです。こ
の出資者こそが株主であり、その
権利を「株式」と呼びます。読者

株式会社の起源
「東インド会社」

えている方もいらっしゃると思い

世界史の授業で習ったことを覚

●株式会社の起源

幹部）であれば既知と思いますが、

である皆様のような経営者（経営
この大前提を理解していないビジ

ますが、株式会社の起源は「東イ

ンド会社」と言われています。

ネスパーソンは多く存在します。
当然、事業がうまくいけば出資

世紀半ば〜 世紀半ばの大航

の株式会社の仕組みから法律上

資金を失うリスクを負います。こ

業がうまくいかなければ、その出

益の一部を還元していき、逆に事

ていました。インドを核にアジア

原産の香辛料を我先にと奪い合っ

肉の保存料などに使われるアジア

階級の間で重宝し流行していた、

海時代、ヨーロッパの国々は上流

者たる株主に配当として、その利

「株式会社は出資者たる株主のも

その香辛料を持ち帰り高値で売り

条件をつけて制限している会社を

社を「公開会社」と言い、譲渡に

限なく株式を自由に譲渡できる会

も、この性質によるものです。制

合い、船と船長、船員などを用意

め、出資者が集まってお金を出し

ることは非常にリスクが大きいた

ば、東インドから香辛料を持ち帰

ただし、当時の航海術からすれ

捌いていたのです。

という議論になります。これは一

して、実際に航海が成功した場合

よく「株式会社は誰のものか？」
見、答えのない永遠のテーマのよ

「非公開会社」と言います。個人

うですが、法律上の答えは、

り入れたのは「イギリスの東イン

に持ち帰った香辛料を売り捌いて、

「株式会社は株主のもの」です。
株式会社は出資者のお金を元手
に会社を設立し、その出資金を元

いるのが通常です。

事業から法人化したような小規模

などで自由に株式を売買できるの

他者に譲渡が可能です。証券市場

また、株主の地位は原則として

地 域（ 東 イ ン ド ） へ 航 海 を し て、

17
の」と言えます。

15

このような仕組みをいち早く取

ゼロ

その利益を分配していたのです。

わっています。
「０」から学んでみましょう。

の会社では株主が誰になるかは極

です。これには株式会社の仕組みそのものが関

めて重要であり、譲渡を制限して

●法律上の答えでは…

株式会社は
誰のものなのか

持っていて、経営権がなかった」というケース

？

（六甲法律事務所）
TEL 078-391-4848
URL https://www.kobengoshi.com
（「神戸 弁護士松田」で検索）
E-mail rokkoh-mtd@triton.ocn.ne,jp
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今さら聞けない！
会社の仕組みと役員が負う責任
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①出資 者 は、 そ の 出 資 金（ 株 式 ）
の範囲でのみ責任を負うこと

くまでもお金を出資し、経営はそ

出資者たる株主は必ずしも経営
のプロではありません。株主はあ
の道のプロに託すというのが株式

費用

投資 or 配当 or 余剰金

●所有と経営の分離

②単発
 の事業で終わらず、事業が
継続されることが前提となって
いること

そこで、株式会社は取締役や監

会社の本来の形です。

の大半を持っていたり、大会社で

資本
＝株

ド会社」ですが、イギリスの仕組
みでは 回の航海ごとに事業が清
算されるため、株式会社とは異な
るものでした。
株式会社は 回の事業ごとに清
に譲渡できること（非公開会社

③株主
 としての地位を、原則自由

査役などの役員に経営やその監
視、監督を委任し、委任を受けた
役員は委任契約に基づき各々の任
務を誠実に執行することになりま
す。このように、出資者と経営者
が違う株式会社の特性を「所有と
他方、個人事業を法人化しただ

経営の分離」と言います。
人会社や親族会社などで
は、株主がそのまま取締役になっ

けの

の合意形成のために開かれるのが

ているケースも非常に多くありま

も代表取締役が創業者であれば、

株主総会は法律上、年に 回は
必ず開催する必要があります。開

筆頭株主であったりすることは大

す。中小企業でも代表取締役が株

株主総会です。

意見で決めるのが大原則です。そ

基本的事柄は、出資者たる株主の

株式会社の根幹に関わるような

●基本的事項は株主総会で決める

株式会社と
役員との関係

は別）

算されるものではなく、継続性が

● 事業
 の継続が前提となる

● 出資
 者の責任は有限である

れます。

社の特徴として次の つが挙げら

このようなルーツから、株式会

されています（図 ）
。

ド会社」こそ、株式会社の起源と

前提となった「オランダの東イン

前提とされており、その継続性が

1

雇用契約

委任契約

1

● 株式
 の譲渡は原則自由である

かずに議事録のみを作成した場

いにあります。
これに対して株式会社と雇用契

合、後に株主が代わり経営権の争
不存在を主張されて大きな紛争の

約を結び、その指揮命令の下に業

いなどが生じた際に、株主総会の
火種になる可能性があります。よ

務を遂行するのが社員（労働者）

返済不要

株式＋配当

売上高

返済必要

固定
資産

利益

負債
＝借 金

流動
資産

1

3

損益計算書 P/L

貸借対照表 B/S

出資→資本

1

と位置付けられます（図 ）
。
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株式会社と役員との関係

図2

1

って株主総会は必ず開催して議事
録を残しておきましょう。

2

オランダの東インド会社の仕組み
図1

第1弾

特集企画／実践的リーガルマインドを身に付けろ！

The serialization title

社長のための「考える力」と
「伝える力」の磨き方

レベルアップと組織力の結集を目指して「考える力」と「伝

える力」を磨くシリーズの第 2 回です。今回は「思考を

深める技術」をテーマに問題解決のプロが活用している、
ツリー図（ロジックツリー）と質問力をベースに、着眼

点や複雑な問題を紐解くために必要な、関係性を把握す
る方法を解説します。

それぞれを、明らかにすることが

思考を深めることなのです。

情報収集や分析の心得…
レンズでなく「波」を探せ！

私が思考を深める技術の重要性

を痛感したのは、コンサルタント

業で駆け出し頃の苦い経験からで

す。当時、先輩から「坂田君は一

生懸命なのはいいけど結果が出て

・
「ト ラブルの解消」であれば、問
題を発生させている本質的な原

先輩は情報収集と分析のアプロ

な形でお客様に提案し、購入し

「調 達購買」であれば、原材料や
・
資 材、 物 品、 設 備、 役 務 な ど、

てもらう方法

事業に必要な様々なものを、Ｑ

②なぜ
 なら、見る対象や目的を明

◀

選択できていなかった

情報収集や分析の方法を正しく

方ができていなかった。つまり

遠鏡など、正しいレンズの使い

①結果
 が出ないのは、顕微鏡や望

ことができました。

れにより次のような気付きを得る

だった点を指摘したのですが、こ

はできないよ」と言われました。

前回は上司や先輩から「もっと

ーチ、つまり手段と進め方がダメ

無知の不自覚に陥っている場合が
あることを解説し、その対応策の
一つとして「思考の広げ方」を紹
介しました。
読者の皆様も経験があると思い

理に矛盾があるときなどに「もっ

ＣＤのバランスを取って滞りな

ますが、部下や後輩が表層的な検

と良く考えて！」と指摘したこと

く入手する方法

があるはずです。
仕事を進める上で「思考を深め

討しかできていないとき、また論

「営 業」であれば、顧客ニーズに
・
合致した製品やサービスを的確

因や真因を探して解決する方法

できないし、虫メガネで天体観測

る」とは〝ゴール達成の方法〟を

坂田 直樹

いないね。望遠鏡で細菌の観察は

URL https://www.pursol.co.jp/
E-mail sakata@pursol.co.jp

考え抜くことに他なりません。

パーソル株式会社
取締役

よ く 考 え て！」 と 言 わ れ た 際 に、

●トラブル・営業・調達購買

思考を深めるとは…？
それはゴール達成の方法

思考を深める技術を身に付けよう！

第2回
複雑な社会情勢により先を見通せない昨今、全社員の

28

社長のための「考える力」と「伝える力」の磨き方

② WHY

③ HOW

■ 全体と構成要素や

■ 因果関係
（原因と結果）
の把握

■ 目的と手段の検討

■ 何がある？

■ なぜ発生した？

■ どのように？
■ 何で構成されてる？

■ なぜそうなった？

■ どうすれば？

問

■ 根拠と結論の整合
構造の明確化

用途例

適切な道具がわかっていなかった

ガンに、今も自分を律するように

ズでなく、波を探せ！」をスロー

鉄板！ 思考を深める
「ツリー図」と「質問力」

ください。

イスをすることを、常に心がけて

キーワードを持てるようなアドバ

や後輩が自分自身のスローガンや

このように読者の皆様も、部下

しています。

確にしていなかったので、何が
◀
③加え
 て「光を目で見る、そのた
めのレンズを探す」という固定
観念に捕らわれていた
◀

◀

④そも
 そも凸レンズの本質は、光
の屈折で像を拡大すること
⑤そし
 て、光とは電磁波の一つで
あり、可視光線だけでなく紫外

超音波、電子顕微鏡、電波望遠

⑥電磁
 波という「波」をとらえる
ことで、レントゲンやエコー／

◀

し、いきなり質問力を高めること

や理解に雲泥の差が出ます。ただ

順番の違いにより、得られる情報

基本的かつ強力なものが「質問力」

思考を深める技術の中で、最も

鏡、ソナー、ＣＴスキャン、Ｍ

は困難であり、まずはわかってい

線や赤外線なども含まれる

ＲＩ、金属探知機など、その利

ることを「ツリー図」
（樹形図）に

とをお薦めします。

ツリー図の種類は

＋

まとめながら、質問を繰り返すこ

です。質問のちょっとした仕方や

活用の方法は膨大に広がる
この気付きがあってからは、ま
ずゴールを明確化し、その達成方
法を考え抜くというスタイルで思

論理的思考の中で「ロジックツ

考を深める技術を身に付けていき
ました。さらに、ゼロベースで考

リー」として紹介されることも多

1
えることを忘れないように「レン

3

① WHAT

■ 仮説と検証
（論点整理）

質
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ロジックツリーの種類
図1

ロジックツリー

アルバイトの求人· 採用から
戦力化へのロードマップ
大型スーパーマーケット現役店長の奮闘記

最終回

アルバイトの戦力化から
正社員登用までの具体的な方法
少子高齢化と人口減少が続く日本において、労働力の確保
は喫緊の課題であり、それは正社員のみならずアルバイトに

原作／山田店長
大手スーパーマーケット現役店長
Blog https://aoikirin.com
Twitter https://twitter.com/yamada_tencho
お問い合わせ https://aoikirin.com/contact/

マンガ／森元 智

ついても同様です。とはいえ、優秀な人材を採用するのはア
ルバイトであっても非常に困難です。また、採用しても数日
で出勤しなくなり音信不通という事態を実際に経験している
経営者や管理職も多いと思います。さて、物語の中心人物、
アルバイトの山本くんの就活の行方はいかに…。
44

「同一労働同一賃金」の原則
非正規労働者と正規労働者間で
賃金や福利厚生などの待遇に
不合理な差をつけることを禁止

会社としては
当然正社員には
責任のある仕事を
担ってもらわないと
困ります

つまり労働対価の
賃金とは別に
会社が一人の人間に
投資していると言えますね

だから正社員は
社会保険料や
厚生年金の
一部負担や
様々な福利厚生が
受けられるんです

「パートタイム・有期雇用労働法」
大企業…２０２０年４月
中小企業…２０２１年４月適用

今は
こういう
法律が
ありますが

アルバイトと
正社員の
大きな違いは
会社からの
信頼です

では意欲のある
アルバイトを
正社員に
するには
どうすれば⁝

それは
山本くんの
姿を振り返れば
見えてくるだろう！

その通りで
具体的に彼には
三つのテーマを
課したんだ

確かに彼は
この数年よく
頑張ったし
ＳＥＩＭＡＲＵの
就活面接を
受けています

店長も
将来を
見越して彼を育てて
いましたよね
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