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【会社法（従業員特別配当）の改正について】 

５月 20日、改正会社法が総統より署名・公布されました。今回の改正では、従業員特別配当制度

（会社の利益の一部を従業員へ分配する制度）が改正されています。 

 

１．改正の内容 

旧会社法では、株式会社は株主に利益を配当する際に、定款で定める一定の率に基づく金額を

従業員へ分配する必要があるとされていました（旧会社法第 235条２項）。 

今回の改正では当該条項が削除され、代わって株式会社は予め一定の金額あるいは一定の率を

定款に定め、当期に獲得された会計上の利益の一部を従業員へ分配する必要があることとされま

した（改正会社法第 235条の１）。 

今回の改正により、株式会社は株主への配当の有無によらず当期に利益が得られた場合（欠損

金がある場合は欠損金補填後なお利益がある場合）、その利益の一部を従業員へ分配する必要が

あることとされました。また、旧会社法の規定により、現行定款において株主への配当の一定割

合を従業員へ分配する旨定めている場合には、定款の変更が必要となる可能性がありますのでご

留意ください。 

改正前後の新旧対照表は添付をご参照ください。 

 

２．施行日等 

本改正は５月１日に立法院にて可決・成立し、20日に総統による署名を経て公布されました。

2015年１月以降開始する事業年度から適用となるため、当該年度の利益処分から利益の一部を

従業員へ分配する必要があります。 

 

以上 
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立法院議案関係文書（2015年４月15日） 

提案第17584号 

会社法第235条の１（2015年５月１日立法院にて可決成立。20日に総統による署名・公布。） 

改正後 改正前 

第235条 

利息及び利益配当は、定款に別段の定めがある場合

を除いて、各株主の所持する株式数に比例する。 

（削除） 

第235条 

利息及び利益配当は、定款に別段の定めがある場合

を除いて、各株主の所持する株式数に比例する。 

②定款には従業員に対する利益分配の比率を明記

しなければならない。但し、目的事業の中央主務機

関が特別案件として認可したときは、この限りでな

い。 

③公営事業は、当該公営事業の主務機関が特に認可

し、かつ、定款において従業員に対する利益分配の

比率を明記した場合を除いて、前項の規定を適用し

ない。 

④定款には、一定条件に該当する従属会社の従業員

を含み、従業員への株式配当の対象を明記すること

ができる。 

第235条の１ 

会社は当年度の利益の一定の金額または比率をも

って従業員特別配当を分配することを定款に明確

に定める必要がある。但し、会社に未処理損失があ

るときは、これを補填しなければならない。 

②公営事業は、当該公営事業の主務機関が特に認可

し、定款において従業員に対する利益分配の金額ま

たは比率を分配することを明記した場合を除いて、

前項の規定を適用しない。 

③前二項の従業員特別配当の分配は、株式または現

金で行う。また、取締役会で三分の二以上の取締役

の出席、出席取締役の過半数の同意をもって決議

し、株主総会へ報告する必要がある。 

④定款には、一定条件に該当する従属会社の従業員

を含む株式または現金配当の対象を明記すること

ができる。 

⑤本条の規定は有限会社にも適用される。 

（新規） 

 

解説（注１） 

１. 本条は追加制定条文である。 

２. 旧会社法でも従業員に対する利益配分の定めがあったが（旧第 235 条第２項）、同条項の規定は株主へ

の配当を前提としており従業員への分配には不確実性がある。しかし、企業と従業員は一体となって

発展するものであり、会社の利益は従業員の努力によるものであると考えられる。そこで、利益分配

は株主の権利に属するものの、従業員の給与水準や定着率の向上を促す点から本条を定める。 

 

（注） 

１．本解説部分は立法院公表によるもので、KPMG の見解とは関係ありません。 
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