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まえがき

シンガポール「Companies Act」の最新改訂版。
2005年に第二版を発刊以来、会社の制度の柔軟性とコーポレート・ガバナンスの強化

を目的として、順次、会社法の改正がされてきました。
第三版となる本書「改訂シンガポール会社法2018」では、既に2015年7月1日と2016

年1月 3日の2段階に分けで施行されている2014会社（改正）法、更に、2017年～ 2018

年に段階的に施行されている2017会社（改正）法までをすべて反映して発刊することと
しました。
また、新たに施行された、UNCITRAL国際倒産モデル法（第10附則）や、会社（モデ

ル定款）規則2015（非公開有限責任株式会社と保証有限責任会社それぞれのモデル定款）
を巻末資料として編綴しております。
日系企業の必携法律書として要望の高い「シンガポール会社法」を要約ではなく、原文

と対比して理解していただくために、「改訂シンガポール会社法2018」英和対訳としました。
翻訳は、シンガポールの会計事務所・エイビック・エヌエイシー事務所（Avic NAC）
のメンバー（園田、吉田、塩田、佐藤、原）の皆さんのご協力を得て、監修は同事務所の
山鹿雅夫勅許会計士にお願いしました。改めて感謝申し上げます。

2018年 12月
NNA SINGAPORE PTE LTD
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第 7章─権利所有権及び譲渡
第 121 条	 株式の性質
第 122 条	 株式の番号付記
第 123 条	 権利所有権の証拠となるべき証券
第 124 条	 会社による会社証印の複製
第 125 条	 証券の喪失又は破損
第 126 条	 非公開会社における株式の譲渡
第 127 条	 非公開会社における社債の譲渡
第 128 条	 譲渡人の請求により非公開会社が行う譲渡の

登録
第 128A 条	 ［廃止］
第 129 条	 非公開会社による譲渡登録の拒否通知
第 130 条	 公開会社における株式及び社債の譲渡
第 130AA 条	 譲渡人の請求により公開会社が行う譲渡の登

録
第 130AB 条	 公開会社による譲渡登録の拒否通知

89		 Offences	against	certain	sections
90		 Defence	to	prosecutions
91		 Powers	 of	 Court	 with	 respect	 to	 defaulting	

substantial	shareholders
92		 (Repealed)

Division	5	—	Debentures
93		 Register	of	debenture	holders	and	copies	of	trust	

deed
94		 Specific	performance	of	contracts
95		 Perpetual	debentures
96		 Reissue	of	redeemed	debentures
97		 (Repealed)
98		 (Repealed)
99		 (Repealed)
100		 Power	of	Court	in	relation	to	certain	irredeemable	

debentures
101		 (Repealed)
102		 (Repealed)
103		 (Repealed)
104		 (Repealed)
105		 (Repealed)
106		 (Repealed)

Division	5A	—	Exemptions	from	Divisions	1	and	5	in	
relation	to	Prospectus	Requirements

106A		 (Repealed)
106B		 (Repealed)
106C		 (Repealed)
106D		 (Repealed)
106E		 (Repealed)
106F		 (Repealed)
106G		 (Repealed)
106H		 (Repealed)
106I		 (Repealed)
106J		 (Repealed)
106K		 (Repealed)
106L		 (Repealed)

Division	6	—	Interests	other	than	shares,	debentures,	
etc.

107		 (Repealed)
108		 (Repealed)
109		 (Repealed)
110		 (Repealed)
111		 (Repealed)
112		 (Repealed)
113		 (Repealed)
113A		 (Repealed)
114		 (Repealed)
115		 (Repealed)
116		 (Repealed)
117		 (Repealed)
118		 (Repealed)
119		 (Repealed)
120		 (Repealed)

Division	7	—	Title	and	transfers
121		 Nature	of	shares
122		 Numbering	of	shares
123		 Certificate	to	be	evidence	of	title
124		 Company	may	have	duplicate	common	seal
125		 Loss	or	destruction	of	certificates
126		 Transfer	of	shares	in	private	companies
127		 Transfer	of	debentures	in	private	companies
128		 Registration	of	transfer	at	request	of	transferor	by	

private	companies
128A		 (Repealed)
129		 Notice	of	 refusal	 to	 register	 transfer	by	private	

companies
130		 Transfer	 of	 shares	 and	 debentures	 in	 public	

companies
130AA		Registration	of	transfer	at	request	of	transferor	by	

public	companies
130AB	Notice	of	refusal	to	register	transfer	by	public	companies
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第 130AC 条　人格代表者による譲渡
第 130AD条　一応の権利所有権の証明
第 130AE 条　証券発行に関する会社の義務及び懈怠

第 7A章　［廃止］

第 8章─担保の登記
第 131 条	 担保の登記
第 132 条	 担保を登記する義務
第 133 条	 取得財産に存在する担保を登記する会社の義

務
第 134 条	 登記官が備え置くべき担保登記簿
第 135 条	 社債の登記証明書の裏書
第 136 条	 債務の返済及び財産の担保解除の記入
第 137 条	 担保登記の期間延長及び訂正
第 138 条	 会社による担保証書の写し及び担保登記簿の

備置
第 139 条	 シンガポール国外で作成される文書類
第 140 条	 1967 年 12 月 29 日より前に設定された担保、

その他
第 141 条	 本章の適用

第 V編　経営及び管理   180
第 1章─事務所及び名称

第 142 条	 会社の登記上事務所
第 143 条	 営業時間
第 144 条	 名称及び登録番号の表示

第 2章─取締役及び役員
第 145 条	 取締役
第 146 条	 取締役の任命又は通知に関する制限
第 147 条	 取締役の資格
第 148 条	 免責されていない破産者に対する制限
第 149 条	 債務支払不能会社における不適任な取締役の

資格剥奪
第 149A 条	 国家の安全又は利益を理由として解散させら

れる会社の取締役の資格剥奪
第 149B 条	 普通決議による取締役の任命
第 150 条	 個別の投票による取締役の任命
第 151 条	 取締役及び役員の行為の有効性
第 152 条	 取締役の解任
第 153 条	 ［廃止］
第 154 条	 特定の法律違反で有罪となる場合における取

締役の資格剥奪
第 155 条	 登記官への文書類の引渡しに関する継続的不

履行による資格剥奪
第 155A 条	 5 年の期間内に抹消された 3社以上の会社にお

ける取締役であったことによる資格剥奪
第 155B 条	 本法の関連要件の懈怠による資格停止
第 155C 条	 有限責任事業組合法に基づく資格剥奪
第 156 条	 取引、財産、役職などにおける利害関係の開

示
第 157 条	 役員の義務及び責任
第 157A 条	 取締役の権限
第 157B 条	 取締役が 1人の会社の場合における取締役に

よる宣言
第 157C 条	 情報及び助言の活用
第 158 条	 特定の取締役による会社情報の開示
第 159 条	 被雇用者及び株主の利益並びに証券業協会の

決定を考慮する取締役の権限
第 160 条	 会社の事業又は財産を取締役が処分する際に

必要な会社の承認
第 160A 条	 ［廃止］

130AC	Transfer	by	personal	representative
130AD	Certification	of	prima	facie	title
130AE	Duties	 of	 company	with	 respect	 to	 issue	 of	

certificates	and	default	in	issue	of	certificates

Division	7A	—	Repealed

Division	8	—	Registration	of	charges
131		 Registration	of	charges
132		 Duty	to	register	charges
133		 Duty	of	company	to	register	charges	existing	on	

property	acquired
134		 Register	of	charges	to	be	kept	by	Registrar
135		 Endorsement	 of	 certificate	 of	 registration	 on	

debentures
136		 Entries	of	satisfaction	and	release	of	property	from	

charge
137		 Extension	of	 time	and	rectification	of	 register	of	

charges
138		 Company	to	keep	copies	of	charging	 instruments	

and	register	of	charges
139		 Documents	made	out	of	Singapore
140		 Charges,	etc.,	created	before	29th	December	1967
141		 Application	of	Division

Part V MANAGEMENT AND 
ADMINISTRATION   180
Division	1	—	Office	and	name

142		 Registered	office	of	company
143		 Office	hours
144		 Publication	of	name	and	registration	number

Division	2	—	Directors	and	officers
145		 Directors
146		 Restrictions	on	appointment	or	advertisement	of	

director
147		 Qualification	of	director
148		 Restriction	on	undischarged	bankrupt
149		 Disqualification	 of	 unfit	 directors	 of	 insolvent	

companies
149A		 Disqualification	of	directors	of	companies	wound	

up	on	grounds	of	national	security	or	interest
149B		 Appointment	of	directors	by	ordinary	resolution
150		 Appointment 	 of 	 d i rectors 	 to 	 be	 voted	 on	

individually
151		 Validity	of	acts	of	directors	and	officers
152		 Removal	of	directors
153		 (Repealed)
154		 Disqualification	to	act	as	director	on	conviction	of	

certain	offences
155		 Disqualification	for	persistent	default	in	relation	to	

delivery	of	documents	to	Registrar
155A		 Disqualification	for	being	director	in	not	less	than	

3	companies	which	were	struck	off	within	5-year	
period

155B		 Debarment	for	default	of	relevant	requirement	of	
this	Act

155C		 D isqua l i f i ca t ion 	 under 	 L im i ted 	 L iab i l i t y	
Partnerships	Act

156		 Disclosure	of	 interests	 in	 transactions,	property,	
offices,	etc.

157		 As	to	the	duty	and	liability	of	officers
157A		 Powers	of	directors
157B		 Director	declarations	where	company	has	one	

director
157C		 Use	of	information	and	advice
158		 Disclosure	of	 company	 information	by	 certain	

directors
159		 Power	of	directors	 to	have	 regard	 to	 interest	of	

its	employees,	members	and	rulings	of	Securities	
Industry	Council

160		 Approval	 of	 company	 required	 for	 disposal	 by	
directors	of	company’s	undertaking	or	property

160A		 (Repealed)
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第 160B 条	 ［廃止］
第 160C 条	 ［廃止］
第 160D条	 ［廃止］
第 161 条	 取締役による株式発行に必要な会社の承認
第 162 条	 取締役に対する金銭貸付及び準金銭貸付並び

に信用取引及び関連する取決め
第 163 条	 金銭の貸付けをする会社の取締役の関係者に

対する金銭貸付及び準金銭貸付並びにその者
のための信用取引に必要な会社の承認

第 163A 条	 訴訟の抗弁における支出の除外規定、その他
第 163B 条	 規制措置又は調査に関連する支出の除外規定
第 164 条	 取締役及び最高経営責任者の株式保有の登録

簿
第 164A 条	 取締役報酬の開示を求める権限
第 165 条	 開示を行う一般的義務
第 166 条	 ［廃止］
第 167 条	 ［廃止］
第 168 条	 地位の喪失などを理由とする取締役に対する

支払
第 169 条	 取締役報酬の支給及び改善
第 170 条	 ［廃止］
第 171 条	 秘書役
第 172 条	 役員の責任免除に関する規定
第 172A 条	 保険に関する規定
第 172B 条	 第三者責任補償
第 173 条	 取締役、最高経営責任者、秘書役及び監査人

の名簿
第 173A 条	 取締役、最高経営責任者、秘書役及び監査人

に関する情報を提供すべき会社の義務
第 173B 条	 会社に情報を提供すべき取締役、最高経営責

任者、秘書役及び監査人の義務
第 173C 条	 取締役及び秘書役の同意書を備え置くべき会

社の義務
第 173D条	 取締役、最高経営責任者、秘書役及び監査人

に関する既存の詳細に対する除外及び暫定規
定

第 173E 条	 特定の状況における自己通知
第 173F 条	 登記官による名簿の修正
第 173G条	 居住住所の提供及び利用
第 173H条	 第 173 条、第 173A 条、第 173B 条、第 173C

条及び第 173G条に基づく違反に対する罰金
第 173I 条	 取締役、支配人、秘書役及び監査人の旧名簿

に関する暫定規定

第 3章─総会及び手続
第 174 条	 法定株主総会及び法定報告
第 175 条	 年次株主総会
第 175A 条	 非公開会社が年次株主総会を開催する必要が

ない場合
第 176 条	 請求がある場合の臨時株主総会の招集
第 177 条	 総会の招集
第 178 条	 投票を請求する権利
第 179 条	 総会における定足数、議長及び議決、その他
第 180 条	 総会における株主の権利
第 181 条	 代理人
第 182 条	 総会の開催を命令する裁判所の権限
第 183 条	 株主への決議事項の回付、その他
第 184 条	 特別決議
第 184A 条	 書面決議
第 184B 条	 書面決議の要件
第 184C 条	 取締役が書面決議への同意を求める場合
第 184D条	 株主は決議を求めて株主総会の招集を請求で

きる
第 184DA 条	 書面決議への同意期間
第 184E 条	 決議事項の書面決議を株主に対して通知する

会社の義務

160B		 (Repealed)
160C		 (Repealed)
160D		 (Repealed)
161		 Approval	of	company	required	for	 issue	of	shares	

by	directors
162		 Loans	 and	 quasi-loans	 to	 directors,	 credit	

transactions	and	related	arrangements
163		 Approval	 of	 company	 required	 for	 loans	 and	

quasi-loans	to,	and	credit	transactions	for	benefit	
of,	persons	connected	with	directors	of	 lending	
company,	etc.

163A		 Except ion 	 fo r 	 expend i tu re 	 on 	 de fend ing	
proceedings,	etc.

163B		 Exception	 for	 expenditure	 in	 connection	with	
regulatory	action	or	investigation

164		 Register	of	director’s	and	chief	executive	officer’s	
shareholdings

164A		 Power	 to	 require	 d isc losure	 of 	 d i rectors’	
emoluments

165		 General	duty	to	make	disclosure
166		 (Repealed)
167		 (Repealed)
168		 Payments	to	director	for	loss	of	office,	etc.
169		 Prov is ion 	 and	 improvement 	 o f 	 d i rector ’s	

emoluments
170		 (Repealed)
171		 Secretary
172		 Provision	protecting	officers	from	liability
172A		 Provision	of	insurance
172B		 Third	party	indemnity
173		 Registers	of	directors,	 chief	executive	officers,	

secretaries	and	auditors
173A		 Duty	 of	 company	 to	 provide	 information	 on	

directors,	chief	executive	officers,	secretaries	and	
auditors

173B		 Duty	 of	 directors,	 chief	 executive	 officers,	
secretaries	and	auditors	to	provide	information	to	
company

173C		 Duty	of	company	to	keep	consents	of	directors	and	
secretaries

173D		 Savings	and	 transitional	provisions	 for	existing	
particulars	of	directors,	chief	executive	officers,	
secretaries	and	auditors

173E		 Self-notification	in	certain	circumstances
173F		 Amendment	of	register	by	Registrar
173G		 Provision	and	use	of	residential	address
173H		 Penalty	for	breach	under	sections	173,	173A,	173B,	

173C	and	173G
173I		 Transitional	 provisions	 for	 old	 registers	 of	

directors,	managers,	secretaries	and	auditors

Division	3	—	Meetings	and	proceedings
174		 Statutory	meeting	and	statutory	report
175		 Annual	general	meeting
175A		 When	 private	 company	 need	 not	 hold	 annual	

general	meeting
176		 Convening	of	extraordinary	general	meeting	on	

requisition
177		 Calling	of	meetings
178		 Right	to	demand	a	poll
179		 Quorum,	chairman,	voting,	etc.,	at	meetings
180		 As	to	member’s	rights	at	meetings
181		 Proxies
182		 Power	of	Court	to	order	meeting
183		 Circulation	of	members’	resolutions,	etc.
184		 Special	resolutions
184A		 Passing	of	resolutions	by	written	means
184B		 Requirements	for	passing	of	resolutions	by	written	

means
184C		 Where	directors	seek	agreement	to	resolution	by	

written	means
184D		 Members	 may	 require	 general	 meeting	 for	

resolution
184DA		Period	for	agreeing	to	written	resolution
184E		 Company’s	duty	to	notify	members	that	resolution	

passed	by	written	means
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第 184F 条	 書面決議による決議事項の記録
第 184G条	 一人会社の決議
第 185 条	 特別通知が必要な決議事項
第 186 条	 特定の決議事項の登記と写し
第 187 条	 延会における決議事項
第 188 条	 議事録
第 189 条	 議事録簿の閲覧

第 4章─公開会社が備え置く株主名簿
第 189A 条	 本章の適用及び解釈
第 190 条	 公開会社の株主名簿及び索引
第 191 条	 名簿の備置場所
第 192 条	 名簿の閲覧及び閉鎖
第 193 条	 代理人による懈怠の影響
第 194 条	 名簿を訂正する裁判所の権限
第 195 条	 株式保有者として登録される受託者などの責

任の制限
第 196 条	 分名簿

第 4A章─登記官が備え置く電子株主名簿
第 196A 条	 電子株主名簿
第 196B 条	 既存の非公開会社が提供する情報
第 196C 条	 第 194 条及び第 195 条の適用
第 196D条	 旧株主名簿の維持

第 5章─年次報告書
第 197 条	 会社による年次報告書
第 198 条	 会社の会計年度

第 VI編　財務諸表及び監査   281
第 1章─財務諸表

第 199 条	 会計記録及び統制システム
第 200 条	 ［廃止］
第 200A 条	 ［廃止］
第 201 条	 個別財務諸表及び連結財務諸表
第 201A 条	 財務諸表作成の義務から免除される特定の休

眠会社
第 201AA 条	 年次株主総会において会社に提出される書類

の保存
第 201B 条	 監査委員会
第 201C 条	 取締役が財務諸表を会社に提出する必要がな

い場合
第 202 条	 財務諸表及び取締役による声明書の様式及び

内容に関する要件からの免除
第 202A 条	 不備のある財務諸表、又は連結財務諸表及び

個別貸借対照表の修正
第 202B 条	 不備のある個別財務諸表、連結財務諸表及び

個別貸借対照表に関する登記官による裁判所
に対する申立て

第 203 条	 財務諸表その他についての権利を有する株主
第 203A 条	 株主に対する要約財務諸表の提供
第 204 条	 罰金

第 2章─監査
第 205 条	 監査人の任命及び報酬
第 205AA 条	 社会的影響度の高くない会社の監査人の辞任
第 205AB 条	 社会的影響度の高い会社又は社会的影響度の

高い会社の子会社の監査人の辞任
第 205AC 条	 裁判所に対する申立てが行われない場合の意

見陳述書の周知
第 205AD条	 裁判所は意見陳述書を送付しないよう命ずる

ことができる
第 205AE 条	 名誉毀損に対する免責特権
第 205AF 条	 辞任する監査人に代わる新しい監査人の任命

184F		 Recording	of	resolutions	passed	by	written	means
184G		 Resolutions	of	one	member	companies
185		 Resolution	requiring	special	notice
186		 Registration	and	copies	of	certain	resolutions
187		 Resolutions	at	adjourned	meetings
188		 Minutes	of	proceedings
189		 Inspection	of	minute	books

Division	4	—	Register	of	members	kept	by	public	
company

189A		 Application	and	interpretation	of	Division
190		 Register 	 and	 index	 of 	 members	 of 	 publ ic	

companies
191		 Where	register	to	be	kept
192		 Inspection	and	closing	of	register
193		 Consequences	of	default	by	agent
194		 Power	of	Court	to	rectify	register
195		 Limitation	of	liability	of	trustee,	etc.,	registered	as	

holder	of	shares
196		 Branch	registers

Division	4A	—	Electronic	register	of	members	kept	by	
Registrar

196A		 Electronic	register	of	members
196B		 Information	to	be	provided	by	pre-existing	private	

companies
196C		 Application	of	sections	194	and	195
196D		 Maintenance	of	old	register	of	members

Division	5	—	Annual	return
197		 Annual	return	by	companies
198		 Financial	year	of	company

Part VI FINANCIAL STATEMENTS AND 
AUDIT   281
Division	1	—	Financial	statements

199		 Accounting	records	and	systems	of	control
200		 (Repealed)
200A		 (Repealed)
201		 Financial	statements	and	consolidated	 financial	

statements
201A		 Certain	dormant	companies	exempted	from	duty	

to	prepare	financial	statements
201AA		Retention	of	documents	 laid	before	company	at	

annual	general	meeting
201B		 Audit	committees
201C		 When	directors	need	not	 lay	financial	statements	

before	company
202		 Relief	from	requirements	as	to	form	and	content	of	

financial	statements	and	directors’	statement
202A		 Vo luntary 	 rev is ion 	 of 	 defect ive 	 f inanc ia l	

statements,	or	consolidated	financial	statements	
or	balance-sheet

202B		 Registrar’s	 application	 to	Court	 in	 respect	 of	
defective	 financial	 statements,	or	consolidated	
financial	statements	and	balance-sheet

203		 Members	 of	 company	 entit led	 to	 f inancial	
statements,	etc.

203A		 Provision	 of	 summary	 financial	 statement	 to	
members

204		 Penalty

Division	2	—	Audit
205		 Appointment	and	remuneration	of	auditors
205AA		Resignation	 of	 non-public	 interest	 company	

auditors
205AB		Resignation	of	auditor	of	public	 interest	company	

or	subsidiary	company	of	public	interest	company
205AC		Written	 statement	 to	 be	 disseminated	 unless	

application	to	court	made
205AD		Court	may	order	written	statement	not	to	be	sent	

out
205AE		Privilege	against	defamation
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シンガポール共和国
会社法

（Chapter 50）
（当初の制定法：1967年法律第42号）

2006年改訂版
（2006年10月31日）

会社に関する法律
［1967年12月29日］

第I編
予備規定

第1条　呼称
本法は、会社法と称する。

第2条　編への分類
本法は、下記の編、章、節に分類される。

第 I編
（第1条─第7A条）

予備規定
（第1条─第7A条）

第 II編
（第8条─第16A条）

本法の運用
（第8条─第16A条）

第 III編
会社の成立
（第17条─第42A条）

第1章─法人格の付与に関する条
文
（第17条─第22条）
第2章─権限に関する条文
（第23条─第42A条）

第 IV編
株式、社債及び担保
（第43条─第141条）

第1章─目論見書に関する条文
（第43条─第56条）
第2章─割当て及び事業の開始に
対する制限に関する条文
（第57条─第62条）
第3章─株式に関する条文
（第62A条─第78条）
第3A章─株式資本の減少に関す
る条文
（第78A条─第78K条）
第4章─株式の大量保有に関する
条文
（第79条─第92条）
第5章─社債に関する条文
（第93条─第106条）
第5A章─目論見書の要件に関す
る第1章及び第5章の免除に関す
る条文
（第106A条─第106L条）
第6章─株式、社債その他以外の
持分に関する条文
（第107条─第120条）
第7章─権利所有権及び譲渡に関
する条文
（第121条─第130AE条）
第7A章─［廃止］
第8章─担保の登記に関する条文
（第131条─第141条）

Companies Act
(CHAPTER 50)

(Original Enactment: Act 42 of 1967)

REVISED EDITION 2006
(31st October 2006)

An Act relating to companies.

[29th December 1967]

PART I
PRELIMINARY

Short title
1. This Act may be cited as the Companies Act.

Division into Parts
2. This Act is divided into Parts, Divisions and Subdivisions as 

follows:

Part I sections 1-7A ... Preliminary sections 1-7A.

Part II sections 8-16A ... Administration of this Act 
sections 8-16A.

Part III Constitution of 
Companies sections 17-
42A

...
Division 1 — Incorporation  
sections 17-22.  Division 2 — 
Powers  sections 23-42A.

Part IV Shares, 
Debentures and 
Charges sections 43-
141

... Division 1 — Prospectuses 
sections 43-56.

...
Division 2 — Restrictions on 
allotment and commencement 
of business sections 57-62.

... Division 3 — Shares sections 
62A-78.

... Division 3A — Reduction of 
Share Capital sections 78A-78K.

... Division 4 — Substantial 
shareholdings sections 79-92.

... Division 5 — Debentures 
sections 93-106.

...

Division 5A — Exemptions 
from Divisions 1 and 5 
in relation to Prospectus 
Requirements 
sections 106A to 106L.

...
Division 6 — Interests other 
than shares, debentures, etc. 
sections 107-120.

... Division 7 — Title and transfers 
sections 121-130AE.

... Division 7A — Repealed

... Division 8 — Registration of 
charges sections 131-141.

第
I
編
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第Ⅱ編
本法の運用

第8条　本法の運用及び会社登記官の任命、そ
の他
（1） 主管官公庁は、主管大臣の一般的な、又は特別な

指示を条件に、本法を運用する責任を有するもの
とする。

2004年法3.
（1A） 主管大臣は、主管官公庁と協議の上、

（a） 主管官公庁の職員を会社登記官として任命す
ること。

（b） 主管官公庁、公務員及びその他の法定官公局
の職員の中から主管大臣が必要と考える数の
会社副登記官及び登記官補を任命すること。

を、本法の目的において為すことができるものと
する。

2004年法3.
（1B） 主管官公庁は登記官に対し、登記官が本法に基づ

く権限、機能又は責務を行使することに関して本
法の規定と矛盾しない指示を与えることができ、
登記官は、かかる指示を実施するものとする。

2004年法3.
（2） 登記官の一般的な指示及び監督を条件に、並びに

規定されるような制限及び限定を条件に、本法に
より登記官によって任命、承認、為される、又は
署名されることが必要ないかなることも、前述の
副登記官又は登記官補によって為され、又は署名
されることができ、登記官によって為された、又
は署名されたかのように合法的かつ有効なものと
する。

（3） 副登記官又は登記官補を相手とするいかなる者で
あれ、何らかの制限又は限定が規定されているか
否かについて、その確認又は質問をしようとして
はならず、また、副登記官又は登記官補の作為又
は不作為の一切は、かかる者に対して影響する限
りにおいて、登記官が為した、又は為すことを省
略したかのように合法的かつ有効なものとする。

（4） [司法上認められるべき特定の署名 ]
全ての裁判所、判事及び司法上の行為を為す者は、
登記官、副登記官又は登記官補の印章及び署名を
司法上認めるものとする。

（5） [2014年法36により削除　2016年1月3日より削
除の効力発効 ]

（6） [2014年法36により削除　2016年1月3日より削
除の効力発効 ]

（6A） [2014年法36により削除　2016年1月3日より削
除の効力発効 ]

ADMINISTRATION OF THIS ACT

Administration of Act and appointment of 
Registrar of Companies, etc.

8.—(1) The  Author i ty  sha l l  be  re spons ib l e  fo r  the 

administration of this Act, subject to the general or special 

directions of the Minister.

[3/2004]

(1A) The Minister may, after consultation with the Authority —

(a) appoint an officer of the Authority to be the Registrar 

of Companies; and

(b) from among the officers of the Authority, public 

officers and the officers of any other statutory board, 

appoint such number of Deputy Registrars and 

Assistant Registrars of Companies as he considers 

necessary,

for the proper administration of this Act.

[3/2004]

(1B) The Authority may give to the Registrar such directions, 

not inconsistent with the provisions of this Act, as to the 

exercise of his powers, functions or duties under this Act, 

and the Registrar shall give effect to such directions.

[3/2004]

(2) Subject to the general direction and control of the 

Registrar and to such restrictions and limitations as may be 

prescribed, anything by this Act appointed or authorised or 

required to be done or signed by the Registrar may be done 

or signed by any such Deputy or Assistant Registrar and 

shall be as valid and effectual as if done or signed by the 

Registrar.

(3) No person dealing with any Deputy or Assistant Registrar 

shall be concerned to see or inquire whether any restrictions 

or limitations have been prescribed, and every act or 

omission of a Deputy or Assistant Registrar so far as it 

affects any such person shall be as valid and effectual as if 

done or omitted by the Registrar.

Certain signatures to be judicially noticed
(4) All courts, judges and persons acting judicially shall take 

judicial notice of the seal and signature of the Registrar and 

of any Deputy or Assistant Registrar.

(5) [Deleted by Act 36 of 2014 wef 03/01/2016]

(6) [Deleted by Act 36 of 2014 wef 03/01/2016]

(6A) [Deleted by Act 36 of 2014 wef 03/01/2016]
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まえがき

シンガポール「Companies Act」の最新改訂版。
2005年に第二版を発刊以来、会社の制度の柔軟性とコーポレート・ガバナンスの強化

を目的として、順次、会社法の改正がされてきました。
第三版となる本書「改訂シンガポール会社法2018」では、既に2015年7月1日と2016

年1月 3日の2段階に分けで施行されている2014会社（改正）法、更に、2017年～ 2018

年に段階的に施行されている2017会社（改正）法までをすべて反映して発刊することと
しました。
また、新たに施行された、UNCITRAL国際倒産モデル法（第10附則）や、会社（モデ

ル定款）規則2015（非公開有限責任株式会社と保証有限責任会社それぞれのモデル定款）
を巻末資料として編綴しております。
日系企業の必携法律書として要望の高い「シンガポール会社法」を要約ではなく、原文

と対比して理解していただくために、「改訂シンガポール会社法2018」英和対訳としました。
翻訳は、シンガポールの会計事務所・エイビック・エヌエイシー事務所（Avic NAC）
のメンバー（園田、吉田、塩田、佐藤、原）の皆さんのご協力を得て、監修は同事務所の
山鹿雅夫勅許会計士にお願いしました。改めて感謝申し上げます。

2018年 12月
NNA SINGAPORE PTE LTD
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整理、再編及び合併

第210条　債権者、株主及び単元株保有者と和議
を行う権限
（1） 以下の者の間で和議又は整理が提案される場合に

は、裁判所は、第（2）項で言及される者の略式
の申立てを受け、債権者、当該会社の株主若しく
は当該会社の単元株保有者、又はそれらの者のあ
るクラスの集会を、裁判所が指示する方法で招集
するよう命ずることができる。
（a） 会社とその債権者又は債権者のいずれかのク

ラスとの間
（b） 会社とその株主又は株主のいずれかのクラス

との間。又は、
（c） 会社とその単元株保有者又は単元株保有者の

いずれかのクラスとの間
2014年法36.　2016年1月3日発効

（2） 第（1）項で言及される者とは、
（a） 会社が解散される場合は、清算人
（b） その他の場合は、

（i） 当該会社。又は、
（ii） 当該会社の債権者、株主又は単元株保有

者
2014年法36.　2016年1月3日発効

（3） 第（1）項に基づき下された命令に準拠して開催
される集会は、その集会に、本人又は代理を立て
て出席し議決権を行使する者の頭数の過半数によ
り、及び価額の4分の3を有する者により延期の
決議事項が承認される場合には、随時延期するこ
とができる。
（a） 債権者又は債権者のクラス
（b） 株主又は株主のクラス。又は、
（c） 単元株保有者又は単元株保有者のクラス

2014年法36.　2016年1月3日発効
（3AA） 第（3AB）項に記載される条件を満たす場合には、

和議又は整理は、場合に応じて、以下の者を拘束
するものとする。
（a） 解散の過程にある会社の場合は、清算人及び

当該会社の出資義務者。又は、
（b） その他の会社である場合は、当該会社及び以

下の全ての者
（i） 債権者又は債権者のクラス
（ii） 株主又は株主のクラス。若しくは、
（iii） 単元株保有者又は単元株保有者のクラス

2014年法36.　2016年1月3日発効

PART VII
ARRANGEMENTS, 

RECONSTRUCTIONS─
AND AMALGAMATIONS

Power to compromise with creditors, members and 
holders of units of shares
210. ─ (1) Where a compromise or an arrangement is proposed 

between ─
(a) a company and its creditors or any class of them;

(b) a company and its members or any class of them; or

(c) a company and holders of units of shares of the 

company or any class of them,

the Court may, on the application in a summary way of any 

person referred to in subsection (2), order a meeting of the 

creditors, the members of the company, the holders of units 

of shares of the company, or a class of such persons, to be 

summoned in such manner as the Court directs.

[Act 36 of 2014 wef 03/01/2016]

(2) The persons referred to in subsection (1) are ─
(a) in the case of a company being wound up, the 

liquidator; and

(b) in any other case ─
(i) the company; or

(ii) any creditor, member or holder of units of shares 

of the company.

[Act 36 of 2014 wef 03/01/2016]

(3) A meeting held pursuant to an order made under 

subsection (1) may be adjourned from time to time if the 

resolution for the adjournment is approved by a majority in 

number representing three-fourths in value of ─
(a) the creditors or class of creditors;

(b) the members or class of members; or

(c) the holders of units of shares or class of holders of 

units of shares,

present and voting either in person or by proxy at the meeting.

[Act 36 of 2014 wef 03/01/2016]

(3AA) If the conditions set out in subsection (3AB) are satisfied, 

a compromise or an arrangement shall be binding ─
(a) in the case of a company in the course of being wound up, 

on the liquidator and contributories of the company; or

(b) in the case of any other company, on the company 

and on all ─
(i) the creditors or class of creditors;

(ii) the members or class of members; or

(iii) the holders of units of shares or class of holders 

of units of shares,

as the case may be.

[Act 36 of 2014 wef 03/01/2016]
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