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【会社法の改訂に合わせた会社定款の修正について】 

KPMG Taiwan Newsletter 2015-07でお伝えした通り、2015年５月20日、改正会社法が総統より署名・公布され、5
月22日より施行されています。今回、会社法第235条の1が新たに制定され、第235条及び第240条が修正されて
います。 

なかでも企業へ最も大きな影響を及ぼす事項は、改正会社法の“従業員特別賞与”に合わせた現行の会社定款
中の“従業員特別配当”の修正であると考えられます。この点につき、以下の通り要点をまとめましたのでご参照
ください。 

一、修正前後の差異の摘要： 

項  目 修正前 修正後 

法例の要旨 

(注：修正前後の条文
を参照) 

従業員に対する利益分配の比率を定款
に定める必要がある。 

当年度の利益に対する一定の金額また
は比率をもって従業員特別賞与を支給す
ることを定款に定める必要がある。 

法定用語 従業員特別配当 従業員特別賞与 

分配に関する計算基
礎の変更 

当年度の税引後利益から過年度の欠損
補填及び法定利益準備金を積立て、会
社の利益分配案に合わせて従業員特別
配当を分配する。会社が利益分配をしな
いと決議した場合、従業員特別配当の分
配は不要である。 

株式会社は株主配当の有無にかかわら
ず、当期に税引前利益を計上した場合、
過年度の欠損を補填後、従業員特別賞
与として支給する。 

 

二、会社定款の修正期限：  

(参照)経済部2015年6月11日公布の経商字第10402413890号より引用 

当該改訂会社法は、2016年度に開催される定時株主総会にて行う2015年度の利益処分案の承認決議から強制
適用される。そのため、会社は遅くとも2016年6月末までに改正会社法に基づき、会社定款の修正を完了する必
要があると経済部が公布している。会社が法改正に基づいた会社定款の修正を行わず、従業員特別賞与の支
給を制定しない場合、従業員は当該特別賞与を得ることが出来ず、従業員にとって損失となる。この損失は会社
が不作為により法律規定に違反し生じたものであり、私権の範疇にあり、司法による解決を求めることが出来る。 

 

三、今回の法改正に基づく会社の対応方法は以下の通りです。  
(参照)経済部2015年6月11日公布の経商字第10402413890号より引用 

1．2015 年度の定時株主総会（一人法人株主の場合は、取締役会をもって代替することができる。）にて、修正前
の定款(以下、旧定款)に基づき 2014 年度の従業員特別配当の分配案を決議する。 

２．2015年度に臨時株主総会を開催し、法改正に基づく会社定款の修正を決議する。よって、2015年度の従業員
特別賞与は修正後の定款(以下、新定款) に基づき取り扱う。 

３．今回の法改正は特殊な状況にあるため、遅くとも 2016 年度の定時株主総会にて法改正に基づく会社定款の
修正を決議し、2015 年度従業員特別賞与は新定款の規定に基づき取り扱わなければならない。また、2016 年
度の定時株主総会では、以下の２つの議案に分けて決議する。 

①改正後の会社法に基づく会社定款の修正の承認 
②修正後の会社定款に基づく利益支給案の承認 
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（注：日系企業は、親会社による企業コンプライアンスの要請に合わせるために、2015 会計年度の決算前に定款
を修正し、決算日（2015 年 12 月 31 日又は 2016 年 3 月 31 日等）に従業員特別賞与を引当計上することが望ま
しいと考えられます。） 
 
四、経済部より公布された定款の修正範例は下記の通りです。 

第Ｘ条： 当社の年度決算にて利益があった場合、利益の    %（またはNT$    ）を従業員特別賞与として支
給しなければならない。但し、会社に未処理損失がある場合は、これを先に補填しなければならない。 

第Ｘ＋1条： 当社の年度決算にて利益があった場合、先ずは税金を納付し、過年度の欠損を補填した後に残
額があれば、その１０％を法定利益準備金として積立てる。残額は株主総会の決議により株主配当を処分す
る。 

 

修正後の会社定款の届出期限：企業は株主総会にて会社定款の修正を決議した後、15日以内に主務機関へ会
社定款の変更登記を届出る必要があります。これらの定款の修正に係る一連のサービスについて、弊事務所で
取り扱っておりますので是非お問い合わせください。 
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注：会社法修正前後条文内容 

項  目 修正前 修正後 

会社法の条文内容 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  

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。 

無 第235条の1 (追加) 

会社は当年度の利益に対する一定の金

額または比率をもって従業員特別賞与を

支給することを定款に明記しなければなら

ない。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特別

賞与の一定支給額または一定支給比率を

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賞与の支給は、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

社の従業員を含む前項の株式または現金

支給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。 
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