
投資関係契約・定款書式概論 

 

１．合弁事業とは 

 通常の事業は、個人（自然人）または会社（法人）により、彼らの独自の意思で起こさ

れ、経営され、管理されて遂行されます。個人の場合、商店とか商会のような形態がとら

れ、複数の人員がそれに参加して事業が遂行されてゆきますが、その複数の人員の中には

中心人物（個人事業主）がいて、最終的には彼の自由意思で、起業があり事業が遂行され

ることになります。この個人事業主は、他人の意見を取り入れたり、諸法規に抵触しない

ことを確認しながら事業を推進してゆきますが、原則として専ら自分の判断と自己の定め

たルールで事業を行うことになります。 

 会社の場合も、その会社を一個の人格として見る限り、上記個人事業主と同じことです。

しかしながら、会社の意思は、それを構成する多くの人々の意思の総体であるということ

ができます。多くの人々とは、発起人、出資者、役員らのことですが、彼らは、各国の法

律上会社内部で種々の機関を構成し、その各機関が決定を下したことが、会社の意思とな

ってゆくわけです。各国の法律（会社法：わが国の場合には商法）では、会社としての要

件として、そのような機関の設置を義務付け、かかる機関の議決の方法などを細かく規定

しています。ただ、法律に従っている限り、それに参加している者は、自己の自由意思で、

その者が属する機関に参加でき、議決に加わることができます。例えば、株式市場または

他からある会社の株式を取得すれば、その者は、その会社において、株主として会社法上

許される範囲内の権利を株主総会において行使できますし、配当があればその配当金を取

得することかできます。また通常の株主は、株式を取得するにあたって、株価分を払込む

ことで、その義務を果たしたことになり、株式を所持する限りにおいて前述の権利を行使

し、利益を享受します。会社は、内規として定款を持ち、株主とか役員の権利義務の行使

の方法等を定めていることは別として、原則として、株主間または役員間には、あるいは

彼らと外部の者との間には、彼らを拘束するような規則はありませんし、逆に彼らに特別

な権益を取得させるようなものも存在せず、彼らは各々の独立した自由意思で権利義務を

行使してゆくことになります。 

 ところが、合弁事業となりますと、上記の如き事業の遂行とは異なります。合弁事業と

は、複数の者が一つの事業を行うことですが、事業を起こしたり、経営したり、管理する

ことが、その複数の者の意思で遂行されます。一つの事業を遂行するためには複数の者の

意思を常に合致させてゆかねばなりません。この複数の者の意思を合致させるためには、

会社法でいう会社の機関における構成員による議決などのようなことのみに委ねるのでは

なく、複数の者が事業の成功に向けて、事前に意思を一致させておきます。この意思の一

致が契約となり、その契約上で取り決められた権利義務関係が、事業の遂行上決定的な役

割を果たすことになります。即ち、契約をした複数の者は、契約で取り決められた基準に

従って権利義務を行使することによって、事業を遂行しなければなりません。この契約が、



合弁事業契約であり、この事業が合弁事業ということになります。 

 

２．合弁事業契約の性質 

 合弁事業は、一つの事業を複数の者が長期にわたって継続的に共同して遂行し、共通目

的を達成するとともに、各々の者が目指す独自の目的をも達成するための事業であるとい

うことができます。また、一つの事業を複数の者が共同して行うときに、彼らの意思を合

致させることが合弁事業の要素となります。その意思の合致が無ければ合弁事業となりま

せん。従って、合弁事業のためには、それに参加する者の意思の合致が必ずありますが、

これが合弁事業契約です。 

契約の主体を当事者と言いますが、通常の契約の場合、一方の当事者と他方の当事者は、

権利義務関係及び利害関係において相対立する部分が非常に多いものです。例えば売買契

約においては、売り手は商品を高く売って利益を大きくしたいと望むでしょうが、買い手

はその商品をできるだけ安く買いたいと望みます。最終的には、商品の価格について合意

して契約に至りますが、売買契約自体がそのような対立の産物であると言えます。契約に

は各当事者の目的が込められていますが、一方の当事者の目的の達成率が高ければ、他方

の当事者の目的の達成率が低くなるというわけです。 

ところが、合弁事業契約においては、一つの事業を共同して遂行して事業を成功させる

という方向で、複数の当事者が進みます。従って、当事者間の対立は絶対に許されません。

対立しようものなら、共同事業が達成できないのみならず、各当事者が独自に持つ目的を

も達成できなくなります。ただし、複数の当事者による共同事業の達成という目的は同じ

でも、その方法論に対立が生じたり、例えば、合弁会社における各当事者による取締役の

指名数などについて、複数当事者間で対立が生ずるようなことは、合弁事業契約といえど

も他の契約と同じです。 

 また、合弁事業契約の対象は、長期間を要する継続的な事業であり、不測の要素を抱え

た将来的な事業であると言えます。従って、当事者の一方が契約違反をしたとしても、そ

れを理由とする損害賠償の計算は、大変に難しいものとなります。契約解除権の行使など

も同様です。ただ、当事者間に不信感が生じたりすることこそ大問題で、目指していた共

通目的への到達が、相互不信によって不可能となり、契約目的の不達成という終幕となっ

てしまいます。このような点を考えると、合弁事業契約の履行は、そこに規定された当事

者の権利義務の行使という法律的な観点よりも、いかに足並みよく事業実務を遂行してゆ

くかという経営的な観点が大切なものであることが理解できるわけです。 

 

３．合弁会社の形態 

１）ジョイント・ベンチャー 

 共同事業のことをジョイント・ベンチャーと言っています。例えば、一つのビルを複数

の建設会社が共同して建設するようなとき、これをジョイント・ベンチャーと言います。



共同して建設するためには、複数の建設会社間に契約が存在するのが一般的ですが、その

契約がジョイント・ベンチャー契約です。このようなジョイント・ベンチャーでは、会社

を設立して、その会社を通じて目的とする事業を遂行するようなことはめったにありませ

ん。目的とするビルの建設が終ってしまうと、それで事業目的が達成されたことになり、

比較的短期間にそれが可能であることから、会社を設立するまでもないわけです。 

 ジョイント・ベンチャーは契約によって行われますが、事業が複数であれば、契約内容

も非常に複雑なものとなります。契約書は詳しいに越したことはありませんが、契約書に

規定し切れないことも多く、規定外のことについて問題が生じた場合、当事者間で話し合

い、合意のうえで事業が進められます。この点かなり厄介な問題が生じたりすることも多

く、国によっては、ジョイント・ベンチャーについて明文をもって法律に定めていること

もありますが、わが国の場合このような法規を特別においておりません。 

 ジョイント・ベンチャーも合弁事業の一形態であると言えますが、通常まとまった一つ

の事業、例えば前述のようにビルを建設するとか、橋を架けるなどのような事業を、複数

の者が各担当部分を決めて、各々がその分担部分を行うに過ぎず、継続性もあまりないこ

とから、合弁事業と言わず、単に共同事業と言うことが多いようです。 

 

２）パートナーシップによる合弁事業 

 特に英米法圏に多いのですが、企業形態として、パートナーシップというものがありま

す。パートナーシップというのは、複数の者が、契約によってある事業を遂行するために

組織作った企業体ですが、法人格はありません。ただ、国または州によって違いがありま

すが、訴訟法上の当事者能力、税法上の納税主体等のように、特定の行為に関して、法人

格と同様な能力を持つことがあります。パートナーシップを無理に日本語にして、組合と

訳していることも見られますが、パートナーは組合でもありません。いずれにしても、日

本法上存在しませんので、各々の国の会社法または関係法上で理解していただかなければ

ならないようです。 

 パートナーシップは、一般に大きくゼネラル・パートナーシップとリミテッド・パート

ナーシップの２種類に分けられます。前者は、無限責任を持つゼネラル・パートナーのみ

で構成されたパートナーシップで、後者は、少なくとも１名のゼネラル・パートナーと有

限責任者である１名以上のリミテッド・パートナーとで構成されたパートナーシップです。 

 英米法圏でパートナーシップが発達したのは、特に税法上の取扱いからであると言われ

ています。パートナーは、パートナーシップに出資をしますが、パートナーシップに損失

が発生した場合、そのパートナーは、自己の所得からその損失分を差引いた部分が、課税

所得となるという利点があります。従って、特に米国においては、裕福な個人がパートナ

ーシップに、但しリミテッド・パートナーとして出資することが多くあります。パートナ

ーシップには、取締役（会社ではないので、会社の取締役と同一と考えてはならない）も

置かれ、彼らがパートナーシップの経営を行います。しかし、会社法のように厳格な法律



でパートナーシップは律せられておらず、パートナーシップの経営のほとんどの部分は、

パートナー間の契約によって取り仕切られます。これがパートナーシップ契約です。 

パートナーシップ契約の内容は、ケース・バイ・ケースで千差万別であり、非常に簡単

なものから非常に詳細なものまであります。通常のパートナーシップには、大変多くのパ

ートナーが存在し、いずれもパートナーシップ契約の当事者となっておりますので、契約

における当事者関係は、大変に複雑なものと言えます。ただ、主たるパートナーのみが契

約関係を持ち、他の多くのパートナー（小口出資者）はパートナーシップの内規で権利義

務が定められていることも多くあります。 

パートナーシップは、正に複数のパートナーが合弁事業を行うために、うってつけの企

業体です。しかも２人だけでパートナーシップを構成することも可能ですから、手っ取り

早く合弁事業を行う場合によく利用されます。しかしながら、半法人のような中途半端な

企業体であって、他者からの信用が今一つ得られないこと、パートナーの数が多いこと、

パートナー間の結束が弱いこと、出資者としての法人にとって税法上メリットはあまり無

いこと、契約関係が曖昧になりがちで、組織としての安定性に問題が多いことなどから、

本格的で長期継続的な事業のためには、パートナーシップは避けられる傾向にあります。

特に日本企業とか日本人には馴染みが薄く、パートナーシップによる合弁事業はあまり行

われていません。（パートナーシップについては、他の文献をご参照下さい。） 

 

３）会社による合弁事業 

 一般に合弁事業と言えば、複数の者が会社を共同所有（株式を取得）して、その会社を

通じて共同して行う事業を言っています。特に日本人の通念では、合弁事業イコール合弁

会社となっている観があります。合弁会社は、複数の者が契約によって特定の事業を達成

するための手段として創設した会社であって、合弁会社の活動を通じて合弁事業が達成さ

れるものであり、合弁事業イコール合弁会社ではありません。しかし、合弁会社の活動が

合弁事業であり、合弁会社の設立及び運営が合弁事業そのものの経営と見れば、合弁事業

イコール合弁会社といってもよいかも知れません。ただ、合弁事業の方法としては、また

は合弁事業の形態としては、決して会社を通じてのみでないことは前述の通りです。 

 本格的な合弁事業となると、会社を通じて行われるのは、次のような理由があるからで

しょう。 

 a. 会社は、本格的事業を行うために最適な形態である。 

 b. 各国に会社法が存在して、よく整備されており、会社の運営が楽である。 

 c. 会社は、社会的信用が確立されており、客観的に他者から理解されやすい。 

 d. 会社は、それ自体独立した法人格を有し、成長すれば自立した経済活動ができるよう

になる。 

 e. 合弁事業の開始及び終了を、会社の創立及び解散と符合させることができ、けじめが

付けやすい。 



 f. 各国政府が、会社形態による合弁事業を、安定的なものとして歓迎している。 

 合弁事業を会社を通じて行うことには上記のようなメリットがありますが、デメリット

が無いわけではありません。例えば、合弁事業契約を終了したくとも、合弁会社は、会社

法上の法人格を持って存在し続けるため、いずれかの当事者が終了に反対の場合、合弁会

社をたたむことが難しくなります。また、合弁会社の自立性が強くなってきますと、契約

当事者のコントロールからはみ出るようになって来ることもあります。これが昂じて来る

と、合弁会社が親会社の活動領域をも浸食することがあります。しかしながら、契約当事

者のコントロールさえよければ、会社を通じての合弁事業のメリットは大きく、長期継続

的な事業を遂行する場合には最良の方法であると言われています。 

 

４．合弁会社の設立 

１）新設合弁 

 多くの合弁事業は、新たに合弁会社を設立して遂行されます。この合弁事業のことを新

設合弁（会社）と言っています。新設合弁は、何から何までゼロからスタートできますの

で、合弁事業契約当事者の意思が十分に反映できます。例えば、合弁会社の株主数、事業

規模、会社の所在地、会社機関、定款の内容、事業目的とその範囲等が自由に設定でき、

契約当事者の思うような会社が設立でき、事業が遂行できることになります。 

 しかしながら、新設合弁の活動はゼロからスタートすることになり、合弁会社の設立後

暫くは、いろいろな面で苦労することになります。事務所や工場の取得ないしは建設、人

員の調達、資金の調達、市場開拓、関係政府との折衝、必要技術の修得など、山積の問題

を次から次へとクリアしてゆかねばなりません。勿論、合弁事業契約当事者が、あらゆる

面でサポートしてゆきますが、合弁会社を実際に運営する担当者（合弁会社の経営スタッ

フ）は大変に苦労することになります。特に海外における新設合弁の事業スタートには、

不慣れな点から困難な問題が多く発生します。これらをクリアするには、契約当事者間の

意思疎通、信頼関係、協調などを欠かすことができません。 

 

２）既設合弁 

既に設立されている会社の株式を取得し、経営に参加して合弁事業を推進することを既

設合弁と言うことがあります。単に株式を取得しただけであるとか、その株式上の権限を

行使して経営に参加するだけでは合弁となりません。少なくとも新たに株式を取得するも

のの、既設会社の株主及びその既設会社間に合弁事業契約が締結され、各契約当事者がそ

の契約に取決められた債権債務関係を実行すべき立場に置かれて、初めて合弁事業となり、

その会社が合弁会社になるわけです。 

既設合弁においては、新設合弁と異なって、既に会社が存在し、会社の機関を持ち、社

員も存在し、ある程度の商権が確立されており、企業として活動していることなどから、

合弁事業のスタートもスムーズに行われることが一般的です。しかしながら、新たな事業



参加者は、ややもすると既存組織に呑み込まれてしまい、意図する目的達成がかえって難

しくなることがあります。このような問題をクリアするためには、参加時の合弁事業契約

の内容をしっかりとしておき、既存の会社組織の改訂すべき点などを明確に主張して、新

たに参加した目的が達成できるようにする必要があります。このようなことの前提として

は、その既存の会社の実情を十分に把握するため、会社の財務諸表などを事前にチェック

しておかなければなりません。一般に、合弁会社となる既設会社及びその株主達は、新た

な事業参加者の資本力及び技術力などを多く引き出そうとして、実力以上に見せかけの実

績を示すようなこともありますので注意を要します。 

企業買収による合弁事業もこの範疇に入りますが、合弁とはしない企業買収も多く存在

します。 

 

５．国際合弁事業に用いられる契約書類 

 国際合弁事業を遂行するに当たっては、種々の書類が作成されます。この「DRAFTSMAN」

第４巻では、それらの中でも最も重要な書類である契約書及び定款書式を中心に搭載して

います。 

 当然のことながら、国別（州名）に書式を搭載致しましたが、合弁事業に関する書式は、

合弁会社の設立国の会社法、外資法、その他の法律に強く影響を受けるため、その国名（州

名）を認識して理解する必要があるからです。以下、各書式について、簡単に述べてみま

す。 

 

１）合弁基本契約書標準例 

 合弁事業に関して中心となる契約書は、合弁事業の当事者たる株主間で締結される合弁

基本契約書です。これらの契約書のうち、典型的にフォーム化したものが、合弁基本契約

書標準例と言われるものです。フォーム化は、各国政府によって行われるものもあります

が、そのほとんどは、公的機関とか団体によって作成され、公表されています。また、民

間企業とか専門家によって作成されたものもあります。 

 国ごとの標準例は、その国の会社法とか外資法などが配慮されているため、その点では

参考になりますが、比較的簡略で、実用には相当に補充する必要があるようです。また、

これらは、その国の出資者寄りに作成されていますので、この点も認識しておく必要があ

ります。ＩＢＤモデル契約書は、国を特定しておりませんので、これを利用する場合には、

国ごとの配慮をプラスして下さい。標準例といえども、あくまで参考に利用すべきです。 

 

２）合弁基本契約書事例 

 合弁基本契約書の内容は、合弁会社の設立国の会社法、外資法、その他関係法等により、

持株比率により、合弁事業の目的により、その他の要素によって、大きく変わります。従

って、ここに搭載した事例も、これらの要素から内容が決定付けられていると言うことが



できます。ただ、ここでは、国ごとに比較的よく作成される契約書を取り上げています。

一方 あまりに特殊な合弁基本契約書は割愛することに致しましたが、本当は、それらの

契約書こそ、合弁事業の特徴が現われています。 

 合弁基本契約書は、国ごとに異なるとは言っても、共通点も多く、他の国の契約書とい

えども、共通部分は大変に参考になるものです。従って、国ごとの会社法などとの関係を

よくチェックしなければならない箇所と、共通に利用できる箇所の区分が大切です。 

 

３）株主間契約書 

 本来の株主間契約書は、同一会社の複数の株主が、その会社の事業方針を合意し、株主

総会その他でその合意に基づいて行動することを相互に約した債権債務関係を証する契約

書と言えます。これらの合意があるからこそ、その会社を合弁会社と言うわけです。 

 合弁基本契約書は、発起人間の会社設立合意と、株主間の会社の事業方針に合する合意

とで構成されているとよく言われますが、株主間契約書は、後者の合意を中心的に記載し

たものです。しかしながら、中心的発起人は、株主として会社に残り、重要な役割を演ず

ることから、前記２つの合意が記載されることも多く、結局のところ、株主間契約書との

表題となっていても、合弁基本契約書と、目的も内容も同じようになっていることが珍し

くありません。 

 

４）合弁予備契約書 

 合弁事業は、長期にわたって複雑な事業展開となりますので、また、会社法、外資法、

独禁法、外為法等の多くの法律が関係しますので、そのための契約書もすぐには作成でき

ないことがあります。合弁事業について協議を重ねてゆきながら、契約書の作成を進めて

いって最終案ができますが、前述の強行法規、取締法規等との関係チェック、各当事者の

取締役会による採択決議などが行われない限り、それに代表者が署名するわけにはゆきま

せん。ただ、各当事者がその顧問弁護士の肯定的確認ないしは取締役会の採択決議を契約

の停止条件として署名しても、この契約書の効力は不安定なものとなります。このような

場合、正式契約を作成する前に、契約としての効力を持たせないで、また、将来の手直し

を前提として、予備契約書の形でとりあえず調印することがあります。従って予備契約書

には、法的効果は期待できません。 

 

５）株式譲渡契約書 

 ある会社の株主が、証券取引所を通じないで、他者にその保有する株式を譲渡すること

があります。譲渡対象株式は、まとまった数であることが多く、同会社のオーナーが変更

することになったり、経営に大きな影響を与えることになります。その会社のマジョリテ

ィまたは実質的支配が可能なだけの株式の譲渡が行われることも珍しくありませんが、こ

うなると譲受者から見て「企業買収」と言ってもよいでしょう。いずれにしましても、こ



のような株式の移転を目的とする契約を、株式譲渡契約と言います。 

 株式を譲渡しても、その株主は、当然には合弁事業のパートナーとなるものではなく、

他の株主と会社の経営等について契約を締結することにより、その会社は合弁会社となり、

譲受株主は合弁事業のパートナーとなります。株式譲渡契約は種々の目的で締結されます

ので、その目的を達成するための諸条件が付随することになります。 

 

６）株式引受契約書 

 ある会社が、主に資金調達目的で増資新株を発行し、特定の者にその新株を引受けても

らうことがあります。このような場合に、その会社と引受者との間で締結される契約が、

株式引受契約です。会社が株式を発行し、引受者がそれを引受ければ、この契約は履行さ

れたことになりますが、株式引受契約には諸々の条件が付けられていることも多く、また、

外観上単純な契約に見えても、その裏には複雑な事情があることが珍しくありません。 

 株式の引受者が、会社を合弁会社化することを希望することもありますし、（この場合、

他の株主と契約する必要があります）引受け及び払込んだ資金で会社の財政を立て直した

うえで、その会社に技術開発をさせて、その技術の実施権を取得するようなこともありま

す。株式引受契約書中で、このような条件を記載することもありますが、株式の引受部分

だけの契約で済ませていることもあります。 

 

７）マネージメント契約書 

 合弁基本契約には、付随契約がたくさんありますが、マネージメント契約も多く見られ

ます。マネージメント契約は、日本語で経営委託契約と言うことができます。 

 通常の合弁会社は、設立後直ちに一人歩きできないことも多く、そこで業務に専念する

社員も不足がちとなります。むしろ、経済的な合理性から、当初の合弁会社の社員数を少

なくし、近くの親会社が多くの業務を援助する方法をとることがあります。しかしながら、

親会社の援助といっても限界があり、税法上などからも無節操な援助は許されるものでは

ありません。特に、経営面、技術面については、親会社がこれを援助する場合、特別援助

として合弁会社と親会社の間で契約が締結されます。 

 マネージメント契約においては、一方の親会社が、その深い経験または地的有利性など

を利用して、合弁会社の経営を引受けます。 

 

８）資産譲渡契約書 

 合弁事業に伴って、資産譲渡が行われることがあります。例えば、既に存在する会社の

資産を、新会社が買って、それを資産の一部としますが、前者のオーナーも後者の株主と

なり、他の株主とともに後者を経営支配するような場合がこれに当たります。 

 譲渡対象資産としては、不動産 建物、設備、在庫品などの有体物の他に、特許、商標、

ノウハウ、暖簾などの無体物もあります。合弁事業のスタート時に、これらが確立されて



いると、事業を軌道に乗せることも早くすることも可能で、特に元々これらを所有乃至支

配していた株主が、経営にあたると、合弁事業も円滑にゆくというわけです。 

 譲渡資産の評価を巡って、特に暖簾（商権）の評価を巡って議論となることも多いよう

です。一方では、合弁に至らない資産譲渡も多く行われていますが、この種の契約内容も、

当事者の目的如何で大きく異なります。 

 

９）創立決議書 

 合弁会社も、通常の会社の設立と同じく、先ず株主の創立総会が開催されます。創立総

会においては、定款が採択され、最初の取締役が選任されるなど、会社としての機能を持

つための、最低の事項について決議が行われます。これが創立決議書と言われるものです。

ただ、続けて取締役会も開催され、社長、副社長、総支配人などの役員が選任されたり、

日常の業務を遂行するに必要不可欠のその他の事項についても決議が行われます。これも

創立決議書と言っています。 

 上記の手続は、国によっていろいろ行われますが、これらの書類も定型化されているこ

とが一般的です。やはり合弁会社の創立決議書も、合弁契約の内容が反映されますが、定

型化されたもので充分に間に合うケースがほとんどと言えましょう。創立決議書の作成時

には、同時的に多くの書類が作成されますので、混乱しないように一つ一つ確認して下さ

い。 

 

10）定款 

 どのような会社でも定款は存在し、多くの国では、これを当局に登記または届け出させ

る制度をとっています。定款は、会社の行為能力の範囲を定めるとともに、その実行手続

等も定めます。 

 定款は、一つあればよいとする国と、二つ必要な国があります。前者の国としては、日

本を含む大陸法系の国々、後者の国としては、英米法系の国々と大別することができます。

一つの定款でよいとする国では、会社法において必要的記載事項が厳格に定められている

うえで、それに追加して任意的記載事項を各社の判断で定めてよいことにしています。二

つの定款を必要とする国では、その二つの中の一つを基本定款と言って、これを当局に届

け出ることにしています。この基本定款が、設立証書の役割を果たしている国（または州）

も多くありますが、記載事項は法定されており、定型化されています。基本定款の内容も

国とか州により異なりますが、その多くは、設立の宣言、事業目的、発行株式数及び設立

時の引受株式数、株式に譲渡制限があるような場合にはその内容、発起人名等で構成され

ています。もう一方の付属定款は、当局に届出の必要がないことが一般的ですが、基本定

款が形式的であるのに比べて、会社の実質的なことが詳しく規定されますので、むしろ基

本定款よりも注意して作成する必要があります。 

 一般的に定款は、書式化されてどれもよく似ていますが、合弁会社の定款となると、通



常の会社の定款とは様相が異なります。即ち、合弁契約の内容が反映され、少数株主の保

護、株式の譲渡制限、役員の権限制限、事業目的の範囲制限などについて多くの特約が記

載されることになります。また、合弁契約書と定款は、一対として相互補完関係を持たせ

ることもあります。従って、合弁事業契約書の作成と同時に定款も作成すべきであり、整

合性をはかってゆく必要があります。 
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