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速報：政省令パブリックコメント案を踏まえた
改正会社法の概要と実務上の影響

弁護士法人 三宅法律事務所

文責： 渡邉 雅之/井上 真一郎/松崎 嵩大
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平成２７年１月１５日

はじめに

平素より大変お世話になっております。
「速報：政省令パブリックコメント案を踏まえた改正会社法の概要と実務上の影響」について
ご紹介いたします。

* 本ニュースレターに関するご質問・ご相談がありましたら、下記にご連絡ください。

弁護士法人 三宅法律事務所
弁護士 渡邉 雅之 弁護士 井上真一郎 弁護士 松崎嵩大

TEL 03-5288-1021 FAX 03-5288-1025
Email: m-watanabe@miyake.gr.jp （渡邉）

s-inoue@miyake.gr.jp （井上）
t-matsuzaki@miyake.gr.jp （松崎）

mailto:m-watanabe@miyake.gr.jp
mailto:s-inoue@miyake.gr.jp
mailto:t-matsuzaki@miyake.gr.jp
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第一部 企業統治の在り方

第二部 親子会社に関する規律

第三部 その他
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はじめに ～会社法制見直しの背景など～

改正のスケジュール

会社法制見直しの背景

法制審議会における審議
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改正のスケジュール
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H22.2.24  諮問第91号を受け、同日、法制審議会は、会社法制部会（部会長 岩原紳作

東京大学教授）を設置。

H23.12.7  平成22年４月28日に第１回会議が開催され、同23年12月７日の第16回会

議まで計16回にわたり審議。

 「会社法制の見直しに関する中間試案」公表 意見募集。

H24.2.22
～Ｈ24.8.1

 平成24年２月22日から再開。

 法制審議会会社法部会（第17回～第24回）

 要綱案を作成

H24.9.7  法制審議会総会 要綱を採択。 法務大臣に答申された。

Ｈ25.6.14  「日本再興戦略－ＪＡＰＡＮ ｉｓ ＢＡＣＫ」において、「会社法を改正し、外部の

視点から、社内のしがらみや利害関係に縛られず監督できる社外取締役の

導入を促進する。 【次期国会に提出】」と記載された。

Ｈ25.11.29  改正法案及び整備法案、臨時国会に提出

H26.6.20  平成26年通常国会において成立

H27.5  改正法施行（予定）
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会社法法制見直しの背景（企業統治の見直し） －グローバルのレベル
におけるコーポレート・ガバナンス論と日本における議論の乖離

①効率的経営の監督の重視
（日本における議論）

適法性・健全性の監督・不祥事対応を重視。戦後の会社法の改正は「監査
役」の役割の改正の歴史（効率性よりも、適法性・健全性を重視）

②独立取締役の重視
（日本における議論）
会社法には言葉すらない。会社法上の「社外性」要件

③モニタリング・モデル（経済学）の重視（過半数の取締役が独立取締役で
効率性の観点からモニタリング
（日本における議論）
日本においてはない発想。



777

会社法制見直しの背景（企業統治の見直し）－H17会社法成立まで－

時期 改正趣旨 詳細内容

Ｓ25 改正 米国型

取締役会制度導入

 取締役会が法定

 監査役の権限を縮小、会計監査に限定

Ｓ49 改正 監査役機能の強化  監査役と会計士の任務重複や、相次いだ不祥事を受けた改正

 監査役に業務監査権限を付与

 大会社について、会計監査人監査を義務付け

Ｓ56 改正  大会社について、複数人の監査役を置くこと、うち1名を常勤監査役と

することを義務付け

Ｈ5 改正  大会社について、監査役を3名以上とすることを義務付けるとともに、

監査役会制度を導入

 社外監査役制度の導入、監査役の任期を延長（2年から3年）

Ｈ13 改正  大会社について、監査役半数以上を社外監査役とすることを義務付

け

 社外性の要件の厳格化、監査役の任期を延長（3年から4年）

Ｈ14 改正 監査役会設置会社・委

員会（等）設置会社の選

択制

 委員会等設置会社制度（三委員会構成員の過半数は社外取締役）導

入

Ｈ17  会社法成立

7「企業統治研究会報告書」（Ｈ21.6.17）66頁参照
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会社法法制見直しの背景（企業統治の見直し）－内外の投資家等の期待・
要請

①日本企業のパフォーマンスに対する不満

②企業行動（支配権の変動をもたらし得る第三者割当増資や企業買収
防衛策の導入など）に対する批判
＊米国においても第三者割当増資は取引所規則で株主の同意がなければできないことに
なっている。

③粉飾決算等の発覚やMSCBの利用等による資本市場の健全性に対
する信頼性のゆらぎ

⇒日本企業の「企業統治の在り方」の見直しへの期待と要請



999

会社法法制見直しの背景（親子会社に関する規律）－従来からの課
題

①平成９年独禁法改正以来、国会の附帯決議において、複数回、検討
が求められ、現に検討がなされてきたが、包括的立法としては未実現
（例）平成17年５月17日、６月28日衆議院法務委員会の附帯決議

②法務省における検討
・法務省民事局参事官室「会社法改正に関する意見照会」（昭和50年６月12日）
・法務省民事局参事官室「親子会社法制等に関する問題点」（平成10年７月８日）

③学会における議論
・研究者の研究は豊富
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会社法法制見直しの背景（親子会社に関する規律）－内外の投資家からの批
判・疑問

①支配株主による一般株主の締め出し

②支配権に影響を及ぼす第三者割当増資による一般株主の持分の希
釈化

③企業再編行為の濫用的利用（濫用的会社分割・株式併合）

④持株会社グループの形成・運営の普及に伴う親会社株主の「権利の
縮減」問題
＊日本は諸外国より持株会社が普及（諸外国は規制業種のみ持株会社導入）。
純粋持株会社株主は権利縮減。
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会社法法制見直しの背景－一般的背景（会社法と金商法の調整・統合）

いわゆる「公開会社法」構想
会社法と金商法との関係の見直し・整理の必要性
その範囲や方法については、多様な見解

上村達男委員「会社法と金融商品取引法－その現状と課題‐」法制審議会会社法制部会第８
回会議参考資料18（2010年12月22日）

日本取締役協会・金融資本市場委員会「公開会社法要綱案 第11案」（2007年10月17日）

早稲田大学グローバルCOE（企業法制と法創造）総合研究所「『公開会社法要綱案』」（第11案
）の概要-補正版」

民主党「公開会社法（仮称）制定に向けて」（平成21年７月）

http://www.nikkei.co.jp/hensei/comp09/pdf/comp09_2.pdf

松尾直彦「公開会社法制と金融商品取引法」西村高等法務研究所責任編集／落合誠一・大田
洋著『会社法制見直しの論点』（商事法務・2011年）第２章

第33回東京大学比較法政シンポジウム「上場会社法制の将来」

http://www.nikkei.co.jp/hensei/comp09/pdf/comp09_2.pdf
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会社法法制見直しの背景－一般的背景（平成17年会社法の是正）

平成17年会社法を頂点とする特に平成11年改正以降の規制緩和の濫用的側
面や実務的に問題が指摘されている点の見直しの必要性。

（例）
① 濫用的株式併合・濫用的会社分割

② 全部取得条項付種類株式制度の想定外の利用

③ 企業再編における株式買取請求権をめぐる問題点

④ その他
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会社法法制見直しの背景－一般的背景（議論の高まり）

金融審議会金融分科会「我が国金融・資本市場の国際化に関するスタディ
グループ」報告「上場会社等のコーポレート・ガバナンスの強化に向けて」（平
成21年６月17日）
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20090617-1/01.pdf
企業統治研究会「企業統治研究会報告書」（平成21年６月17日）
http://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g90617b01j.pdf
日本取締役協会・独立取締役委員会「独立取締役（社外取締役）制度に関
する中間提言」
http://www.jacd.jp/news/odid/090618_01report.pdf
日本経済団体連合会「より良いコーポレート・ガバナンスをめざして」（主要論
点の中間整理）（2009年４月14日）
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2009/038.pdf
日本監査役協会コーポレート・ガバナンスに関する有識者懇談会「上場会社
に関するコーポレート・ガバナンス上の諸課題について」（平成21年３月26日）
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/s_group/siryou/20090423/02.pdf

http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20090617-1/01.pdf
http://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g90617b01j.pdf
http://www.jacd.jp/news/odid/090618_01report.pdf
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2009/038.pdf
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/s_group/siryou/20090423/02.pdf
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会社法法制見直しの背景－一般的背景（会社法の外の動き）

東京証券取引所規則改正（平成21年８月および12月）
・一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役または社外監査役

（＝「独立役員」）を最低１名確保すること
・独立役員の開示加重要件の該当性に関する独立役員に関する開示
・コーポレート・ガバナンス体制に関する開示の充実

日本証券業協会「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」（平成22年４
月）

「企業内容等の開示制度に係る内閣府令」改正（平成21年12月・同22年３月）
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会社法制見直しの背景－H17会社法成立後－

会社法案に対する附帯決議（抜粋）

（H17.5.17衆議院法務委員会）

「政府は本法の施行に当たり、次の事項について格段
の配慮をすべきである。

三 会社に対する取締役の責任を原則として過失責任
に再編成することに伴い、会社財産の流出を防止し、
株主や会社債権者を保護するという観点から、会社
内部で適正なコーポレートガバナンスが確保されるよ
う、周知徹底に努めるとともに、今後の状況を見なが
ら、必要に応じ、会社に対する取締役の責任のあり
方について見直しを行うこと。

九 株主代表訴訟の制度が、株主全体の利益の確保
及び会社のコンプライアンスの維持に資するものであ
ることにかんがみ、今回の見直しにより、この趣旨が
一層実効的に実現されるよう、制度の運用状況を注
視し、必要があれば、当事者適格の見直しなど、更な
る制度の改善について、検討を行うこと。」

（H17.6.28参議院法務委員会も同様）

公認会計士法等の一部を改正する法律案に
対する附帯決議（抜粋）

１．H19.6.8衆議院法務委員会

「政府は、次の事項について、十分に配慮すべき
である。

一 財務情報の適正性の確保のためには、企業
のガバナンスが前提であり、監査役又は監査
委員会の機能の適切な発揮を図るとともに、監
査人の選任決議案の決定権や監査報酬の決
定権限を監査役に付与する措置についても、
引き続き真剣な検討を行い、早急に結論を得る
よう努めること。」

２．H19.6.15参議院財政金融委員会

「政府は次の事項について、十分配慮すべきであ
る。

一 財務情報の適正性の確保のためには、企業
内におけるガバナンスの充実・強化が不可欠で
あることにかんがみ、監査役等の専門性及び
独立性を踏まえ、その機能の適切な発揮を図
るとともに、監査人の選任議案の決定権や監査
報酬の決定権を監査役等に付与する措置につ
いても、引き続き検討を行い、早急に結論を得
るよう努めること。」
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要綱の全体構成（三部構成）

第一部 企業統治のあり方
第一 取締役会の監督

（１） 監査・監督委員会設置会社制度（仮称）
（２） 社外取締役および社外監査役に関する規律
（３） いわゆる内部統制システムについて

第二 会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定
第三 資金調達の場面における企業統治のあり方

（１） 支配株主の異動を伴う募集株式の発行等
（２） 仮想払込みによる募集株式の発行等
（３） 新株予約権無償割当てに関する割当通知

第二部 親子会社に関する規律
第一 親会社株主の保護等

（１） 多重訴訟
（２） 株式会社が株式交換等をした場合における株主訴訟等
（３） 親会社による子会社の株式等の譲渡
（４） 親会社等との利益相反取引に関する情報開示の充実

第二 キャッシュ・アウト
（１） 特別支配株主の株式等売渡請求
（２） 全部取得条項付種類株式の取得
（３） 株式併合により端数となる株式の買取請求
（４） 株主総会等の決議の取消しの訴えの原告適格

第三 組織再編における株式買取請求等
（１） 買取口座の創設
（２） 株式等の買取りの効力が生ずる時
（３） 株式買取請求に係る株式等に係る価格決定前の支払制度
（４） 簡易組織再編、略式組織再編等における株式買取請求

第四 組織再編等の差止請求
第五 会社分割等における債権者の保護

（１） 詐害的な会社分割等における債権者の保護
（２） 分割会社に知れていない債権者の保護

第三部 その他
第一 金融商品取引法上の規制に違反した者による議決

権行使の差止め請求
第二 株主名簿等の閲覧等の請求の拒否事由
第三 その他
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第一部 企業統治の在り方

第一 取締役会の監督機能
第二 会計監査人の選解任等に関する議

案の内容の決定
第三 資金調達の場面における企業統治

の在り方

17
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第一 取締役会の監督機能

１ 監査等委員会設置会社制度
２ 社外取締役を置くことが相当でない理由の開示等
３ 社外取締役および社外監査役の要件
４ 取締役の責任の一部免除

18

第一部 企業統治の在り方
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監査等委員会設置会社制度

提案の背景 －現行制度の問題点等－

監査役会設置会社

社外監査役２名以上の選任が義務付け

⇒ 加えて社外取締役を選任することの
重複感・負担感

委員会設置会社

指名委員会・報酬委員会への抵抗感

⇒ 低調な利用にとどまる

 定款により、監査等委員会を置くことができる（326条2項）

 取締役会、会計監査人を置かなければならない（327条）

 監査役、指名委員会・報酬委員会は置かない

 執行役は置かない

 監査等委員会は、監査等委員である取締役3名以上で組織され、そ
の過半数は、社外取締役でなくければならない（331条6項）

監査等委員会設置会社制度
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監査等委員会の名称

 「監査役設置会社の監査役」や「指名委員会等設置会社の監査委員
会」といった他の監査機関が監査機能しか有しない。

 これに対して、監査等委員会は、監査等委員会設置会社の監査にと
どまらず、以下の事項のとおり、監督機能も有している。

（監査等委員会の監督機能）

 監査等委員である取締役以外の取締役の選解任等および報
酬等について意見を述べることができる。

 利益相反取引につき取締役の任務懈怠を推定する規定は、
当該取引につき監査等委員会の承認を受けたときは適用しな
いこととされている。

 要綱では、「監査・監督委員会」と仮称されていたが、監督機能を有
するものの、「取締役の職務の執行の監督」という取締役会の監督
機能全般（会社法399条の13第１項２号参照）を担うわけでないこと
に鑑み、「監査等委員会」という名称とされた。

＊以上、「平成26年改正会社法の解説〔ＩＩ〕」（旬刊商事法務2024号・2014年９月５日号参照）
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機関設計の現状
「東証上場会社 コーポレート・ガバナンス白書 2013」

 東証上場会社の中で、委員会設置会社を選択している会社は全体
の2.2％（2011年調査比変わらず）にすぎない。ほとんどの会社（
97.8％）は監査役設置会社である。

 市場区分ごと（東証第一部、東証第二部、東証マザーズ）に見ると、
東証第一部の会社で、委員会設置会社を選択している会社がやや
多い。

 外国人株式所有比率が高くなるにつれて、委員会設置会社の割合
が増える傾向にある。
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１ 委員会設置会社（指名委員会等設置会社）から、あるいは、委員会設置会
社（指名委員会等設置会社）に向けた機関設計を認めた制度としての位置
付け

⇒委員会設置会社（指名委員会等設置会社）の簡素化版。指名委員会・
報酬委員会を置かない。まずい「定食方式」をやめて「アラカルト方式」
に

２ 監査役（会）設置会社から、監査役制度を強化した制度として位置付け

⇒取締役制度と監査役制度を統合。非業務執行の監査役に対し、あたか
も取締役との兼任を認めたものとしての位置付け。

＊中間指針の補足説明

「新たな機関設計として監査・監督委員会設置会社を認めるのではなく、監
査役が取締役会において議決権行使することができる旨を定めることも考
えられる。」

監査等委員会設置会社の位置付け
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監査等委員会設置会社のイメージ

監査等委員会設置会社
委員会設置会社

（指名委員会等設置会社）
監査役（会）設置会社

株主総会

取締役会

取締役

監査等
委員会

代表取締役

株主総会

取締役会

取締役

指
名
委
員
会

報
酬
委
員
会

監
査
委
員
会

執行役

株主総会

取締役会

取締役

指
名
委
員
会

報
酬
委
員
会

監
査
委
員
会

執行役

株主総会株主総会

取締役会

取締役

監査役
（会）

代表取締役
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監査等委員会の構成・権限等

監査等委員会 監査委員会 監査役会

員数 3人以上 3人以上 3人以上

構成員
監査等委員である取締役
（過半数 社外取締役）

取締役
（過半数 社外取締役）

監査役
（半数以上 社外監査役）

兼任禁
止

当該会社、子会社の業務執
行役、使用人等との兼任禁
止

 会社の執行役・使用人・会計参
与を兼ねることができない

 子会社の業務執行取締役・執
行役・使用人・会計参与を兼ね
ることができない

 会社の取締役・使用人・会計参与
を兼ねることができない

 子会社の取締役・執行役・使用人・
会計参与を兼ねることができない

権限
監査委員会･各監査委員と
同様

 取締役等の職務執行監査

 監査報告書作成等

 業務・財産状況調査権限等（監
査委員）

 取締役の違法行為の差止め請
求権等（監査委員）

取締役の職務執行の違法性監査
（監査役）

 監査報告書作成等

 業務・財産状況調査権限等（監査
役）

 取締役の違法行為の差止め請求
権等（監査役）

常勤者
不要（内部統制システム利
用した組織的監査）※

不要 1名以上の常勤監査役

24※常勤の監査等委員を設置・不設置につき事業報告の記載事項に。
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独立性確保のための仕組み

監査等委員会 監査役会 監査委員会

選任 他の取締役とは別に株主総会決議で選任
取締役とは別に株主総会で監査役
として選任

株主総会で取締役として選任さ
れた者から取締役会決議で選
任

選任議案への同意
権

同意権あり 同意権あり ―

選任議題・議案の提
案権

提案権あり 提案権あり ―

株主総会における
意見陳述権

選解任・辞任に関する意見陳述権（⇒指名委員会
に準ずる権限）

選解任・辞任に関する意見陳述権あ
り

―

辞任した者の意見
陳述権

辞任後最初に招集される株主総会での意見陳述権
あり

辞任後最初に招集される株主総会
での意見陳述権あり

―

任期
 監査等委員 2年
 その他の取締役 1年

 監査役 4年
 取締役 2年

 1年

報酬の決定
株主総会において、監査等委員である取締役以外
の取締役の報酬について意見陳述権（⇒報酬委員
会に準ずる権限）

 定款・株主総会決議
 これがない場合、監査役の協議

で定める
 報酬委員会決議

取締役との利益相
反取引

監査等委員以外の取締役との利益相反取引につ
いて、監査等委員会が事前に承認した場合には、
取締役の任務懈怠の推定規定（423条3項）を適用
しない。

※監査等委員会に移行を促す一種の特典

推定規定（423条3項）の適用あり
推定規定（423条3項）の適用あ
り

25
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取締役会における業務執行の決定

監査等委員会
設置会社

監査役（会）
設置会社

委員会設置会社
（指名委員会等

設置会社）

重要な財産の処分・譲
り受け

監査役設置会社における委任可能な範
囲（会社法362条4項）を原則としつつも、
取締役の過半数が社外取締役である場
合、または定款に定めがある場合は、委
員会設置会社における執行役に委任で
きる範囲の事項を取締役に委任できる。
⇒非常に広い範囲で代表取締役に委任
可能。

＊指名委員会、報酬委員会を伴わない
監査等委員会設置会社の代表取締役に
代表執行役と同様の権限を委任してよい
かが大きな議題となった（社外取締役の
経営評価機能を重視）

委任できない

特別取締役による決議

は可能

執行役に委任でき
る

多額の借財 委任できない

特別取締役による決議

は可能

執行役に委任でき
る

重要な使用人の選解
任

委任できない 執行役に委任でき
る

重要な組織の設置等 委任できない 執行役に委任でき
る

社債募集に関する重要
事項

委任できない 執行役に委任でき
る

会社法416条1項・4項
所定の事項（経営方針
や内部統制システム構
築）

委任できない 委任できない 委任できない

26
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監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行

【メリット】
① 監査役には取締役会における議決権はないが、監査等委員会の委員は（取締役で

あることから）取締役会において議決権を有するため、監査役会設置会社の場合と
比較して、経営監督機能をより図ること、すなわち、ガバナンスをより向上させること
が可能。

② 定款変更により、取締役会の決議で、重要な業務執行の決定を取締役に委任する
ことが可能となり、より迅速・機動的な企業経営が可能となる。

③ （上場規則により事実上、社外取締役の設置が義務付けられるが）社外取締役を
設けようとした場合、社外取締役と社外監査役が並存する場合と比較して、監査等
委員会設置会社に移行した方が、社外役員の人数確保の観点からは負担が軽くな
る。また、現在、最低２名いる社外監査役をそのまま「横滑り」で社外取締役にする
ことにより、社外取締役の候補者を見つけられないという問題を解消できる可能性
がある。

【デメリット】
具体的な設計によっては、現状よりも監督機能、ガバナンスが低下するおそれ（ま

たは監督・ガバナンスが低下するおそれがあると投資家から評価されるおそれ）が
ある。

⇒たとえば、監査等委員会設置会社に移行した上で、以下の方式を採った場合
(a) 取締役会の決議により重要な業務執行の決定を取締役に委任することを可能
とする定款変更を行う

（ｂ） 常勤の監査等委員を置かない。
⇒経営陣にとっては、移行のハードルは低いと考えられる。



2828

○現在の社外監査役をそのまま監査等委員たる取締役にするケース

※ 現在監査役である者を、監査等委員会設置会社に移行するからということ
で退任させるのは困難。

⇒ 現在同様、他の会社の経営者やその出身者、弁護士、会計士、税理士。

○ 社外監査役でない監査役をそのまま監査等委員の取締役にすることに、
抵抗を感じる経営陣も出てくる可能性。

（監査役としては適任だが、取締役としては不適任、等）

監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行
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委員会設置会社から監査等委員会設置会社への移行

【経営陣にとってのメリット】

指名委員会・報酬委員会が置かれないことから、取締役の選解任や報酬に関す
る決定権限は取締役会が有することとなる。

【株主にとってのデメリット】

① 上記の経営陣にとってのメリットは株主にとってはメリットとはいえない。

② 指名委員会・報酬委員会が置かれないということは、経営陣に対する監督機能
が弱まることにつながり得るため、投資家から疑念を持たれる。

⇒委員会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することは、事実上、極め
て困難ではないかとの意見もある。

⇒しかし、現在でも、委員会設置会社から監査役会設置会社へ移行する会社も存
在する。

委員会設置会社から監査役会設置会社に移行した後、さらに、監査等委員会
設置会社への移行を検討するする会社も出てくる可能性はある。
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社外取締役の監督機能

社
外
取
締
役
を

活
用
す
べ
き
と
の
指
摘

＊経営陣への助言機能

社外取締役の機能

① 経営全般の監督機能（モニタリング機能）

(a) 取締役会での重要事項に関する議決権行使等を通じた経営全般
の監督機能

(b) 取締役会での経営者の選定・解職に関する議決権行使等を通じた
経営者監督機能

② 利益相反の監督機能 （構造的利益相反（MBO・敵対的買収）の監督）

(a) 会社と経営者との利益相反の監督機能

(b) 会社と経営者以外の利害関係人との利益相反の監督機能

＊経営陣への助言機能

現行法の規律の在り方を
見直す方向性

機能を活用しやすい新たな機
関設計を認める方向性

社外取締役の監督機能の
実効性を高める観点

社外取締役の選任の
義務付け

監査等委員会
設置会社制度

社外取締役等に
関する規律
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上場会社は、独立社外取締役には、特に以下の役割・責務を果たすこと
が期待されることに留意しつつ、その有効な活用を図るべきである。

（ⅰ）経営の方針や経営改善について、自らの知見に基づき助言を行う
こと

（ⅱ）経営陣幹部の評価・選解任その他の取締役会の重要な意思決定
を通じ、経営の監督を行うこと

（ⅲ）会社と経営陣・支配株主等との間の利益相反を監督すること

（ⅳ）経営陣・支配株主から独立した立場で、少数株主をはじめとするス
テークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させること

独立社外取締役の役割・責務（コーポレートガバナンスコードのたたき台）
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独立社外取締役は企業の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄
与するように役割・責務を果たすべきであり、上場会社はそのような資質を十
分に備えた独立社外取締役を少なくとも２名以上選任すべきである。

また、業種・規模・事業特性・機関設計・会社をとりまく環境等を総合的に勘案
して、自主的な判断により、少なくとも３分の１以上の独立社外取締役を選任
することが必要と考える上場会社は、上記にかかわらず、そのための取組み
方針を開示すべきである。

[補充原則]
① 独立社外取締役は、取締役会における議論に積極的に貢献するとの観点
から、例えば、独立社外者のみを構成員とする会合を定期的に開催するなど
、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図るべきである。

② 独立社外取締役は、例えば、互選により「筆頭独立社外取締役」を決定す
ることなどにより、経営陣との連絡・調整や監査役会との連携に係る体制整備
を図るべきである。

独立社外取締役の有効な活用（コーポレートガバナンスコードのたたき台）
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１ 要綱

（１） 社外取締役の選任の義務付けを見送った。

（２） 監査役会設置会社（公開会社であり、かつ、大会社に限る）のうち、
その発行する株式について有価証券報告書を提出しなければならな
い株式会社において、社外取締役が存しない場合には、社外取締役
を置くことが相当でない理由を事業報告の内容とする。（前注）

２ 附帯決議

金融商品取引所の規則において、上場会社は取締役である独立役員
を一人以上確保するよう努める旨の規律を設ける必要がある。

要綱と附帯決議
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監査役設置会社（大会社に限る）であって有価証券報告書を提出しているものは、社
外取締役を置かない場合、「社外取締役を置くことが相当でない理由」を事業報告の内
容とすることとして、 い わ ゆ る 「Comply or Explain」（応諾か釈明か）が我が国の実情
に沿った形で導入されることとなった（会社法施行規則案１２４条２項）。「相当でない理
由」については、各社の事情に応じて記載し、社外取締役が２人以上あることをもって「
相当な理由」とはならないこととされている（同条３項）。

「社外取締役を置くことが相当でない理由」①
～事業報告

（社外役員等に関する特則）
第１２４条 （略）
２ 事業年度の末日において監査役会設置会社（大会社に限る。）であって金融商
品取引法第二十四条第一項の規定によりその株式会社の会社役員に関する事
項について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものが社
外取締役を置いていない場合には、株式会社の会社役員に関する事項として、第
百二十一条に規定する事項のほか、社外取締役を置くことが相当でない理由を事
業報告の内容に含めなければならない。
３ 前項の理由は、当該監査役会設置会社の当該事業年度における事情に応じ
て記載し、又は記録しなければならない。この場合において、社外監査役が二人
以上あることのみをもって当該理由とすることはできない。



353535

改正会社法327条の２では、事業報告に加え、事業年度の末日において監査役会設置
会社（公開会社かつ大会社に限る）であり、その発行する株式について有価証券報告
書を提出しなければならない会社が、社外取締役を置いていない場合には、取締役は
、定時株主総会において、社外取締役を置くことが相当でない理由を説明しなければ
ならないものとされた。

⇒平成27年６月の定時総会から適用がある。

⇒説明義務違反は、取締役の善管注意義務違反となり得るとともに、株主総会の決議
取消事由となり得る（「平成26年改正会社法の解説（I）」（商事法務2040号））。

「社外取締役を置くことが相当でない理由」②
～定時総会での説明義務

（社外取締役を置いていない場合の理由の開示）
327条の2 事業年度の末日において監査役会設置会社（公開会社で
あり、かつ、大会社であるものに限る。）であって金融商品取引法第24条
第1項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣
総理大臣に提出しなければならないものが社外取締役を置いていない場
合には、取締役は、当該事業年度に関する定時株主総会において、社
外取締役を置くことが相当でない理由を説明しなければならない。
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事業年度の末日において監査役会設置会社（公開会社かつ大会社に限る）であり、そ
の発行する株式について有価証券報告書を提出しなければならない会社は、株主総
会において社外取締役を選任する議案を提出しない場合は、株主総会参考書類にも、
社外取締役を置くことが相当でない理由を記載しなければならない（改正会社法施行
規則案74条の２）。

「社外取締役を置くことが相当でない理由」③
～株主総会参考書類

（社外取締役を置いていない場合等の特則）
第七十四条の二 前条第一項に規定する場合において、株式会社が社外取締
役を置いていない特定監査役会設置会社（当該株主総会の終結の時に社外取締
役を置いていないこととなる見込みであるものを含む。）であって、かつ、取締役に
就任したとすれば社外取締役となる見込みである者を候補者とする取締役の選任
に関する議案を当該株主総会に提出しないときは、株主総会参考書類には、社外
取締役を置くことが相当でない理由を記載しなければならない。
２ 前項に規定する「特定監査役会設置会社」とは、監査役会設置会社（公開会社
であり、かつ、大会社であるものに限る。）であって金融商品取引法第二十四条第
一項の規程によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に
提出しなければならないものをいう。
３ 第一項の理由は、当該株式会社のその時点における事情に応じて記載しなけ
ればならない。この場合において、社外監査役が二人以上あることのみをもって
当該理由とすることはできない。
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 社外取締役が２名以上いることをもって社外取締役を置くことが「相当でな
い」理由にはならない（会社法施行規則案１２４条３項、74条の２第３項）。

 単に社外取締役を「置かない」理由を説明するだけでは、置くことが「相当
でない」理由を説明したことにはならない。「相当でない」理由を説明したと
いうためには、社外取締役を置くことがかえってその会社にマイナスの影
響を及ぼすような事情を説明しなければならないと解される。（「平成26年
改正会社法の解説（I）」（商事法務2040号））

 会社の事業内容が、高度に専門的な内容であり、これに精通する専門家
の社外取締役を探すのは非常に難しい場合において、門外漢の不案内な
人が来てしあうと、かえって企業価値を損なうといったような説明はあり得
る（「座談会改正会社法の意義と今後の課題（上）」（商事法務２０４０）。

 改正会社法の施行の最初の年は「いろいろ探したけれども、適任者はい
ない」という説明が通るかもしれないが、何年も繰り返して同じ理由とする
ことは困難だろう。

「社外取締役を置くことが相当でない理由」④
～説明の内容
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2年後の義務化再検討

（検討）

附則25条 政府は、この法律の施行後2年を経過した場合において、

社外取締役の選任状況その他の社会情勢の変化等を勘案し、企業統

治に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、

その結果に基づいて、社外取締役を置くことの義務付け等所要の措置

を講ずるものとする。
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独立性の高い社外取締役の確保に関する上場制度の見直しについて

平成２５年１１月２９日 東京証券取引所

Ⅰ 趣旨
当取引所では、一般株主保護の観点から「独立役員制度」を設け、上場会

社に対して、独立性の高い社外取締役又は社外監査役を1名以上確保する
ことを求めていますが、今般これをさらに強化するため、その中に独立性の
高い社外取締役を1名以上確保するよう努めることを求めることとします。

なお、今回の見直しは、昨年9月の法制審議会総会において採択され、法
務大臣に答申された「会社法性の見直しに関する要綱」の附帯決議（別紙参
照）に基づき、実施するものです。

Ⅱ 概要

Ⅲ 実施時期（予定）
・平成26年2月から実施します。

項目 内容 備考

○独立性の高い社外
取締役の確保に関す
る努力義務

・上場会社は、取締役である独立役
員を少なくとも1名以上確保するよう
努めなければならないものとします。
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「会社法制の見直しに関する要綱」の附帯決議

１ 社外取締役に関する規律については、これまでの議論及び社外
取締役の選任に係る現状等に寺師、現時点における対応として、本
要綱に定めるもののほか、金融商品取引所の規則において、上場
会社は取締役である独立役員を一人以上確保するよう努める旨の
規律を設ける必要がある。

２ １の規律の円滑かつ迅速な制定のための金融商品取引所での手
続において、関係各界の真摯な協力がされることを要望する。

⇒平成２６年２月１０日、各取引所において、「上場内国株券の発行
者は、取締役である独立役員を少なくとも一名以上確保するように
努めなければならない」といった選任努力義務が定められた。

金融商品取引所の規則の改正
～社外取締役の選任努力義務
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 社外取締役を選任する上場会社（市場第一部）の比率は、7割を
超え、74.2％に

 独立社外取締役を選任する上場会社の比率は、6割を超え、
61.0％に

 社外取締役を複数名選任している上場会社の比率は、1/3を超
え、34.3％に（前年比+3.7％）

 独立社外取締役を複数名選任している上場会社の比率は、1/5
を超え、21.7％に（前年比+3.7%）

社外取締役の選任状況
東証上場会社における社外取締役の選任状況＜2014年6月17日＞
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社外取締役及び社外監査役に関する規律

42

現行法の社外取締役

会社・子会社の

 業務執行取締役

 執行役

 使用人 でなく

過去、会社・子会社の

 業務執行取締役

 執行役

 使用人

でなかったもの

かつ

「独立性」を要件としない
ため監督機能が不十分

「独立性」の要件の例

「社外性」に加えて、

① 親会社のCEO等でな
いこと

② 重要な取引先のCEO
等でないこと

③ 親族が会社のCEO等
でないこと

「企業統治研究会報告書」（Ｈ
21.6.17）3頁 参照

東証、独立役員（一般株主と利益相反
が生じるおそれのない社外取締役・社
外監査役）を１名以上確保することを企
業行動規範の「遵守すべき事項」に規
定（H21.12.30）

ソフトローでの対応

「独立性」の判断基準の例

 会社の親会社・兄弟会社の業務執行者

 会社を主要な取引先とする者等

 会社から多額の金銭等を得ているコンサ

ルタント等

 上記の近親者等

要綱  社外取締役の要件に、①親会社等の取締役・執行役・使用人でないこと、②兄弟会社の業務執行取
締役等でないこと、③会社の取締役・執行役・使用人の配偶者、二親等内の血族でないこと、を追加

 社外監査役の要件に、①親会社等の取締役・監査役・執行役・使用人でないこと、②兄弟会社の業務
執行取締役等でないこと、③会社の取締役・使用人の配偶者、二親等内の血族でないこと、を追加

 就任前１０年間を社外要件の対象期間とする

 責任限定契約を締結することができる役員を現行法と同様のもの等とする

※「重要な取引先」の関係者でないことを要件には追加することは見送り
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過去要件の対象期間については、社外取締役または社外監査役に就任す
る前10年間に限定する。ただし、株式会社の業務執行取締役であった者が、
その後取締役等（業務執行取締役もしくは執行役または支配人その他の使
用人である者を除く）に就任して10年以上経過することにより社外取締役の
要件を満たすことがないように、また、取締役等であった者が、その後監査役
に就任して10年以上経過することにより社外監査役の要件を満たすことのな
いように規律を設ける。

＊東証ルールの「独立性」への影響

独立役員に指名される者が、過去に主要な取引先の業務執行者であった場
合、現在のルールでは、それでもなお独立していると考える理由を上場会社
に開示することとなっている（過去の期間の限定なし。）。

要綱：社外取締役等の要件に係る対象期間の限定
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（参照）東京証券取引所「証券市場の信頼回復のためのコーポレート・ガバナンス
に関する 有価証券上場規程等の一部改正について」（平成24年5月10日施行）

本改正は、上場会社の経営者による企業価値の重大な毀損行為が相次いで発覚したこ
と（オリンパス事件、大王製紙事件）を受け、問題となった事件の事実関係を分析すること
で明らかになった独立役員制度等の改善を要する点について対応することで、一歩でも
我が国証券市場の信頼回復を図るため、有価証券上場規程等の一部改正を行うもの。

＊背景：オリンパス事件で、取引先出身の社外役員の独立性が大きく問題となった。

１．独立役員に関する情報開示の拡充（有価証券上場規程施行規則211条４項５号、
226条４項５号）

・ 上場会社は、独立役員として指定する者が、次のａ～ｃに該当する場合は、それぞれに
掲げる事項を独立役員届出書に記載するとともに、コーポレート・ガバナンスに関する報
告書において開示する。

ａ 上場会社の取引先又はその出身者 その旨及び取引の概要

ｂ 社外役員の相互就任の関係にある先の出身者 その旨及び相互就任の概要

ｃ 上場会社が寄付を行っている先又はその出身者 その旨及び寄付の概要

２．（以下略）
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社外取締役の要件（現行：会社法２条１５号）

以下の要件をすべて満たすこと。

① 株式会社の取締役であって、当該株式会社又はその子会社の業務執行取
締役（株式会社の第三百六十三条第一項各号に掲げる取締役及び当該株
式会社の業務を執行したその他の取締役をいう。以下同じ。）若しくは執行
役又は支配人その他の使用人でないこと、かつ

② 過去に当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役若しくは執行役又
は支配人その他の使用人となったことがないこと。
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社外取締役の要件（改正後）

株式会社の取締役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう（改正会
社法２条15号）。【赤色が緩和、青色が厳格化】

イ 当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役（株式会社の第三百六十三条第
一項各号に掲げる取締役（＊代表取締役など）及び当該株式会社の業務を執行した
その他の取締役をいう。以下同じ。）若しくは執行役又は支配人その他の使用人（以
下「業務執行取締役等」という。）でなく、かつ、その就任の前十年間当該株式会社
又はその子会社の業務執行取締役等であったことがないこと。

ロ その就任の前十年内のいずれかの時において当該株式会社又はその子会社の取
締役、会計参与（会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員）又は監査
役であったことがある者（業務執行取締役等であったことがあるものを除く。）にあっ
ては、当該取締役、会計参与又は監査役への就任の前十年間当該株式会社又は
その子会社の業務執行取締役等であったことがないこと。

ハ 当該株式会社の親会社等（自然人であるものに限る。）又は親会社等の取締役若し
くは執行役若しくは支配人その他の使用人でないこと。

ニ 当該株式会社の親会社等の子会社等（当該株式会社及びその子会社を除く。）の業
務執行取締役等でないこと。

ホ 当該株式会社の取締役若しくは執行役若しくは支配人その他の重要な使用人又は
親会社等（自然人であるものに限る。）の配偶者又は二親等内の親族でないこと。
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社外取締役の要件（改正後）

株式会社の取締役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう（改正会
社法２条15号）。【赤色が緩和、青色が厳格化】

ロ その就任の前十年内のいずれかの時において当該株式会社又はその子会社の取
締役、会計参与（会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員）又は監査
役であったことがある者（業務執行取締役等であったことがあるものを除く。）にあっ
ては、当該取締役、会計参与又は監査役への就任の前十年間当該株式会社又は
その子会社の業務執行取締役等であったことがないこと。

ハ 当該株式会社の親会社等（自然人であるものに限る。）又は親会社等の取締役若し
くは執行役若しくは支配人その他の使用人でないこと。

ニ 当該株式会社の親会社等の子会社等（当該株式会社及びその子会社を除く。）の業
務執行取締役等でないこと。

ホ 当該株式会社の取締役若しくは執行役若しくは支配人その他の重要な使用人又は
親会社等（自然人であるものに限る。）の配偶者又は二親等内の親族でないこと。
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「子会社等」（会社法２条３号の２）①

１ 子会社

２ 他の会社等の「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」における当該他の
会社等

① 他の会社等の計算において所有している議決権の数の割合が百分の五十を超えて
いる場合

② 他の会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数
の割合が百分の四十以上である場合（前号に掲げる場合を除く。）であって、次に掲げる
いずれかの要件に該当する場合

イ 他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数 （次に掲げる議決権の
数の合計数をいう。次号において同じ。）の割合が百分の五十を超えていること。

(1) 自己の計算において所有している議決権

(2) 自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自
己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権

(3) 自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有して
いる議決権

(4) 自己（自然人であるものに限る。）の配偶者又は二親等内の親族が所有してい
る議決権



4949

「子会社等」（会社法２条３号の２）②

ロ 他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲
げる者（当該他の会社等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることが
できるものに限る。）の数の割合が百分の五十を超えていること。

(1) 自己（自然人であるものに限る。）

(2) 自己の役員

(3) 自己の業務を執行する社員

(4) 自己の使用人

(5) (2)から(4)までに掲げる者であった者

(6) 自己（自然人であるものに限る。）の配偶者又は二親等内の親族

ハ 自己が他の会社等の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在
すること。

ニ 他の会社等の資金調達額（貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。）
の総額に対する自己が行う融資（債務の保証及び担保の提供を含む。ニにおいて同
じ。）の額（自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者及び
自己（自然人であるものに限る。）の配偶者又は二親等内の親族が行う融資の額を
含む。）の割合が百分の五十を超えていること。

ホ その他自己が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測
される事実が存在すること。
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「子会社等」（会社法２条３号の２）③

③ 他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数の割合が百分の五十を
超えている場合（自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前二号に掲
げる場合を除く。）であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合
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「親会社等」（会社法２条４号の２）

① 親会社

② ある者（会社等であるものを除く。）が「株式会社の財務及び事業の方針の決定を支
配している場合」における当該ある者とする。
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社外監査役の要件（現行：会社法２条１６号）

株式会社の監査役であって、過去に当該株式会社又はその子会社の取締役、
会計参与（会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員）若しくは執
行役又は支配人その他の使用人となったことがないものをいう。
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社外監査役の要件（改正後）

株式会社の監査役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう（改正会
社法２条16号）。【赤色が緩和、青色が厳格化】

イ その就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与（会計参与
が法人であるときは、その職務を行うべき社員。ロにおいて同じ。）若しくは執行役又
は支配人その他の使用人であったことがないこと。

ロ その就任の前十年内のいずれかの時において当該株式会社又はその子会社の監
査役であったことがある者にあっては、当該監査役への就任の前十年間当該株式
会社又はその子会社の取締役、会計参与若しくは執行役又は支配人その他の使用
人であったことがないこと。

ハ 当該株式会社の親会社等（自然人であるものに限る。）又は親会社等の取締役、監
査役若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人でないこと。

ニ 当該株式会社の親会社等の子会社等（当該株式会社及びその子会社を除く。）の業
務執行取締役等でないこと。

ホ 当該株式会社の取締役若しくは支配人その他の重要な使用人又は親会社等（自然
人であるものに限る。）の配偶者又は二親等内の親族でないこと。
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社外取締役・社外監査役の要件に関する経過措置

（社外取締役及び社外監査役の要件に関する経過措置）

附則4条 この法律の施行の際現に旧会社法第2条第15号に規定する

社外取締役又は同条第16号に規定する社外監査役を置く株式会社の

社外取締役又は社外監査役については、この法律の施行後最初に終

了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までは、新会社法

第2条第15号又は第16号の規定に関わらず、なお従前の例による。

＊「人」単位ではなく「会社」単位で一事業年度の経過措置を置くもの。
【趣旨】
①改正会社法施行と同時に要件が変わってしまうことになると、その瞬間社外
であった人が社外でなくなり、臨時株主総会をしなければならなくなる。
②改正会社法施行直後に株主総会を開催する場合に、新しい要件を満たす人
たちを選ぶことは大変である。
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経過措置に伴う実務上の問題

 一事業年度の経過後の定時総会（６月定時総会の株式会社においては平成28年６月
の定時総会）において、社外性が認められなくなった役員がいれば検討が必要となる。

 監査役は任期が４年（会社法336条1項）であるが、たとえば選任後一年以内の時点で
欠格になった場合は、残りの３年分は結局要件を満たさないので、それを見越して次回
の定時総会（６月総会の株式会社においては平成27年６月の定時総会）において改選
すべきである。

 改正会社法の施行時に社外取締役しか置いていない会社、すなわち、社外監査役し
か置いていない会社が、来年の改正会社法施行下での株主総会で社外取締役を選任
する場合には、旧要件ではなく、改正後の要件を満たした社外取締役を選任する必要
がある。

 監査役については、監査役会設置会社においては、社外監査役が過半数以上でなけ
ればならない（会社法335条３項）ので、半数に満たない社外監査役しかいない場合は、
監査役会の決議には瑕疵があると考えられる。
⇒平成28年６月定時総会では、要件を満たさない社外監査役がいる場合は、その社の

残りの任期も勘案して上程議案を検討しなければならない。
⇒非上場子会社については、監査役会設置会社から監査役設置会社に変更した方が

実務上はよい。
 取締役については、委員会設置会社を除けば設置自体が義務付けられていないので、

監査役会設置会社において、仮に社外取締役として選任された人が社外性が欠けるこ
とになっても、取締役会決議に瑕疵があるとまではいえない。
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社外要件：「重要な使用人」の範囲

 社外取締役・社外監査役の要件として、「支配人その他の重要
な使用人」でないことが掲げられている。

 会社法３６２条４項３号の取締役会決議事項の「支配人その他の
重要な使用人の選任及び解任」と異なり、会社が経営判断とし
て設定できるものではなく、客観的に重要な使用人に該当する
かどうかで判断される。（「座談会 改正会社法の意義とこんご
の課題（上）」（商事法務2040号））
⇒実務的には、社外性の喪失の可能性がないよう、「重要な使

用人」の範囲を広めに考えるのが妥当。
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改正後の社外役員候補者の選任にあたっての留意点

 社外役員候補者が固まった段階でかなり詳細な質問書を候補
者に送り、回答してもらう。具体的には、配偶者・２親等以内の親
族、社内に関係者がいないかを回答してもらう。近親者の範囲を
図解することも考えられる。
⇒個人として注意義務を尽くして回答してもらえば、会社の義務

はそこまで果たしていると解される。
 実務上、候補者に戸籍謄本まで求めるのは困難であろう。
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責任の一部免除の範囲に見直し（改正会社法425条、427条）

 責任限定契約の締結範囲が社外取締役だけではなくて非業務
執行取締役、また社外監査役だけではなく監査役一般に拡大さ
れることになった。
⇒これに伴い、責任の一部免除を認める範囲を拡大をするので

あれば、（毎年６月に定時総会を開催する株式会社であれば）
平成２７年６月の定時総会において定款を変更する必要があ
る。
⇒毎年１２月決算の会社が平成２７年３月に株主総会を開催す

る場合、責任限定契約についての定款変更の決議を、施行を
条件として施行日前にすることができると考えられる。（定款認
証・登記申請は改正法施行後）
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会計監査人の選解任等に関する議案等および報酬等の決定

59

現行 監査役設置会社

取締役（会）が決定

会計監査
人の選解
任等に関
する議案

会計監査
人の報酬

監査役（会）
の同意権・
議案等提案
権

監査役（会）
の同意権

現行 委員会設置会社

会計監査
人の選解
任等に関
する議案

会計監査
人の報酬

取締役会
が決定

監査委員
会が決定

監査委員会
の同意権

いわゆる「インセンティブのねじれ」の問題

監査の対象が、監査人の選解任等議案の決
定権限を有し、監査報酬を決定するという問題

議案
監査役（会）・
監査委員会の

権限

要綱 会計監査人の選解
任等に関する議案
等

決定権

会計監査人の報酬
等

同意権
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会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定（会社法３４４条）

60

【現行法】

取締役（会）が決定+監査役（会）の同意・提案権

【改正法】

監査役（会）が決定

＊「再任」については「再任しないこと」が決議事項なので、再任する場合には、監
査役（会）の決議は不要。⇒実務上の影響は少ない。

＊「同意権」から「決定権」になることにより、監査役（会）の善管注意義務につい
ても違ってくる可能性がある。

会計監査人の報酬についての監査役の「同意権」には変更なし（会社法３９９条）。
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第一部 企業統治の在り方
第３ 資金調達の場面における企業統治の在り方

１ 支配株主の異動を伴う第三者割当てによる募集株式
の発行等

２ 仮装払込みによる募集株式の発行等
３ 新株予約権無償割当てに関する割当通知
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支配株主の異動を伴う第三者割当てによる募集株式の発行等

62

１ 現行法

公開会社（譲渡制限株式のない会社）の第三者割当てによる募集株式の発
行は、原則として取締役会決議による。例外的に、特に有利な価格による場合
は株主総会決議による。（会社法201条１項、199条２項、３項）

２ 問題点

① 支配権の異動を伴う場合は経営者ではなく株主が決定すべき。

② 大型の第三者割当増資の頻発による特に外国人投資家からの批判

③ 比較法的に見ても異例
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支配株主の異動を伴う第三者割当てによる募集株式の発行等

63

３ 東京証券取引所の規則
（１） 支配株主を有する上場会社が第三者割当による募集株式等の割当を支
配株主等に対して行うことを決議した場合には、その決定が当該会社の少数株
主にとって不利益なものでないことに関し、当該支配株主との間で利害関係を持
たない者の意見を入手した上で、所要の適時開示を行うことを要する（東証・有
価証券上場規程441条の２第１項１号・２項・402条１号 a）。
（２） 上場会社が第三者割当による募集株式等の割当てを行い、その結果とし
て第三者に割り当てられる議決権が総株主の議決権数の25％以上となる場合、
または当該第三者割当増資により議決権総数の50％超の議決権を有する株主
が生じることとなる場合は、上場会社が遵守すべき企業行動規範の一つとして、
経営者から独立した者による当該第三者割当増資の必要性・相当性に関する意
見を入手することを要するとともに、当該割当に係る株主総会決議等による株主
意思の確認措置を講ずることが求められる（東証・有価証券上場規程432条、同
施行規則402条の２第２項３号）。

これに違反した場合は、改善報告書の提出（東証・有価証券上場規程502条・
503条）、公表措置（同規程508条１項１号）、上場契約違約金の支払い強制（同
規程509条１項１号）が実施され、一定の実効性確保が図られている。
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支配株主の異動を伴う第三者割当てによる募集株式の発行等

64

（３） 大きな支配権変動を伴う第三者割当増資に対する取引所の規律
稀釈化率が300％を超える第三者割当による募集株式の発行等を行う会

社は原則として、上場廃止の対象とされ（東証・有価証券上場規程601条１
項17号、同規程施行規則601条13項６号）、極めて厳格な規律に服せしめ

られている。ただし、これほどの大規模第三者割当増資であっても、東京証
券取引所が株主・投資者の利益を侵害するおそれが少ないものと認める場
合（公的資金注入のケースや、段階的に株主意思確認手続きが行われる
ケース）については、上場廃止とならない（同号但書）。
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改正会社法：公開会社の支配株主の異動を伴う募集株式の発行等については、情
報開示の充実が図られるとともに、一定割合の議決権を有する株主が反対の通知
をした場合には、原則として株主総会の決議を要する。

１ 規律の対象（改正会社法２０６条の２第１項）

募集株式の引受人が、その子会社等（２条３号の２）を通じて有する議決権と併せ
て、総株主の議決権の過半数を有することとなるような募集株式の発行等。

２ 情報開示の充実（改正会社法２０６条の２第１項、２項、３項）

上記１の場合には、そのような引受人に関する情報を、払込期日の２週間前まで
に株式に通知する。この通知は、公告または有価証券届出書の提出等で代替でき
る。

３ 支配株主が反対の場合（改正会社法２０６条の２第４項）
上記２の通知等の日から２週間以内に、総議決権の10分の１以上を有する株主

が反対の通知をしたときは、当該公開会社は、払込期日の前日までに、当該引受
人に対する募集株式の割当て等について株主総会の決議の承認を受けなければ
ならない。原則として、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有
する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数をもって行う。

ただし、当該公開会社の財産の状況が著しく悪化している場合において、当該公
開会社の存立を維持するため緊急の必要があるときは、例外的に、株主総会の承
認は要しない。
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１ 企業の存続が厳しい会社において、スポンサーに対して第三者割当増資
をすることが考えられる。

⇒「当該公開会社の財産の状況が著しく悪化している場合」に該当すると判
断されるのであれば、取締役会決議によることになる。

２ 公募増資の際に、買取引受けをする引受証券会社が、過半数の株式を
所有してしまうことになる公募。

＊公募でも支配権の異動に利用されるおそれは否定できないことから、例外
扱いをされていない。

実務上の影響（該当し得るケース）
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大規模増資に対する支配株主の異議制度は主要目的ルールに変更を迫る可
能性あり。
会社支配権の帰趨等をめぐって問題となる募集株式の不公正発行（改正会社
法210条２号）については、いわゆる主要目的ルールが判例上採用されている。
「主要目的ルール」

株式会社の支配権争いがある場合に、既存株主の持株比率に重大な影響を
及ぼす第三者割当増資が行われたとき、それが、特定の株主の持株比率を低
下させて経営者の支配権を維持することを主要な目的とするものであるならば、
不公正発行に該当する。（東京地方裁判所平成元年7月25日決定判例時報
1317号28頁）

主要目的ルールでは、取締役会が支配株主を交替させるほどの大量の募集
株式の発行等を行うことも、業務執行上の必要があれば許容される東京高決平
成16年８月４日金判1201号４頁（CSK 対ベルシステム24事件）。

資金調達の必要が主要目的として認定されれば、支配株主の交替をもたらす
募集株式の発行等であっても、その差止めが認められず、同ルールの機能的
限界も指摘されている。

実務上の影響（主要目的ルールに対する影響）
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支配株主の異動を伴う増資を行うことになった場合、払込期日の２週間前ま
でに一定の事項の通知または公告をし、その払込期日の前日までに10分の
１以上の議決権を有する株主が反対の意思の通知を行うことが必要になる。

⇒10分の１以上の反対があった場合には、株主総会決議に移行できるように、
公告あるいは通知の日と払込期日の間を相当期間空ける必要がある。

⇒これまでの手続と比べて、株主総会の決議が必要かどうか流動的であるこ
とや資金調達までに要する期間も長くなるなど実務への影響は大きい。

「座談会 「会社法制の見直しに関する要綱」の考え方と今後の実務対応」
（商事法務1978号（2012年10月5日号）30頁）

実務上の影響（増資スケジュールへの影響）
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「当該公開会社の財産の状況が著しく悪化している場合において、当該公開会社の
事業の継続のため緊急の必要があるとき」

⇒10％以上の株主の意義がある場合でも取締役会決議でよい。

（具体例）

新株発行ができなければ、会社が倒産してしまうということを示す資料を提出するこ
とになり、単なる資金調達の必要性を超えて緊急の必要性を疎明できる場合

⇒財産状況が悪化し、他に適当な資金調達手段もないなどの資料を提示してはじめ
て、緊急の必要性を疎明できる。

「当該公開会社の財産の状況が著しく悪化している場合において、当
該公開会社の事業の継続のため緊急の必要があるとき」の意義
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公開会社における募集新株予約権の割当て等の特則（改正会社法２４４条の２）

募集新株予約権の発行に関しても、募集株主に関する規律と同様に、引受人に対
する割当て等の特則が定められている（改正会社法２４４条の２）。

募集新株予約権は、引受人がその引き受けた募集新株予約権の行使や取得条項
の発動によって株式の交付を受けた場合に有することとなる最も多い議決権の数を基
礎として、規律の対象を画する（同条２項）。

規律の対象となる場合に必要となる手続きは、支配株主の異動を伴う募集株式の
発行等と同じ。



717171

仮装払込みによる募集株式の発行等

71

１ 取締役の引受担保責任に関する現行法
旧商法では、株式発行変更登記後、なお引受がない株式、申込みが取り消された株式につい

て、取締役が共同して引き受けたとみなす旨の規定していた。
平成17年会社法制定時、取締役の引受担保責任に関する規定は削除。

① 募集株式の発行等に際する見せ金は、債務超過状態継続による上場廃止
を免れる目的等の悪質なものが多く、立法論として不当

② 仮装払込みによる募集株式の発行等を有効と解すると、既存株主から仮装
払込者への価値移転が発生

２ 改正会社法
（１） 引受人（改正会社法２１３条の２第１項、２項）

募集株式の払込みが仮装された場合、払込金額の払込みを仮装した引受人が、仮装した払
込金額の全額の支払義務を負う。この義務を免除するためには総株主の同意を要する。
（２） 取締役・執行役（改正会社法２１３条の３第１項）

取締役等は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明すれば免責されるが、自
ら仮装を行った取締役等については、このような免責は認められない。
（３） （１）（２）の義務が履行されるまでの間は、募集株式の引受人は、出資の履行を仮装した
募集株式について、株主の権利を行使することができない（改正会社法２０９条２項）。これに対
し、当該募集株式の譲受人は、悪意または重過失の場合を除き、株主の権利を行使することが
できる。（同条３項）
＊設立時発行株式の発行や募集新株予約権の発行・行使についても同様の規律（改正会社法
５２条の２、１０２条３項、４項、１０２条の２、２８２条２項・３項、２８６条の２等）。
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新株予約権無償割当てに関する割当通知

72

１ ライツ・オファリング
 株主全員に新株予約権を無償で割り当てることによる増資方法

 株主は、割り当てられた新株予約権を行使して金銭を払い込むことで株
式を取得するか、新株予約権を行使せずに市場で売却するかを選択できる

 既存の株主の権利に配慮した資金調達方法として積極的な活用を求める
指摘の増加

２ 現行法

会社は、新株予約権無償割当てに際して交付する新株予約権の行使期
間の初日の2週間前までに、株主等に対し、新株予約権の内容・数を通知し
なければならない（割当通知）

３ 改正会社法２９７条２項、３項

新株予約権無償割当ての効力発生日後遅滞なく、かつ新株予約権の行使
期間の末日の2週間前までに 割当通知をしなければならない。
⇒ 割当通知の時期にかかわらず、行使期間を開始することが可能に。



第ニ部 親子会社に関する規律

第１ 親会社株主の保護

第２ キャッシュ・アウト

第３ 組織再編における株式買取請求等

第４ 組織再編等の差止請求

第５ 会社分割等における債権者の保護

73



★第二部の概要
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第１ 親会社株主の保護

第２ キャッシュ・アウト

第３ 組織再編における
株式買取請求等

第４ 組織再編等の差止請求

第５ 会社分割等におけ
る債権者の保護

①多重代表訴訟制度を限定的な形で導入。

親子会社間の利益相反規制は不採用。情報開示の充実のみ。

②会社法８５１条の規律を拡張（株式交換後に株主代表訴訟を提起することも可能に）。

③親会社が重要な子会社の株式等を譲渡してその支配権を失う場合
にも、株主総会の特別決議を要求（事業譲渡等の規律の適用）。

※ 子会社少数株主の保護

①特別支配株主の株式等売渡請求の制度を導入。

②全部取得条項付種類株式の取得に関する規律の見直し
（株主に対する情報開示の充実を図るとともに、取得価格決定の申立てに係る手続の整備）。

③株式併合の場合における端数株式の買取請求を認める。

④株主総会等の決議の取消しにより株主となる者にも、取消しの訴えの原告適格を認める。

①買取口座の創設、②株式等の買取りの効力が生ずる時を株式買取請求の効力発生日に合わせ
る、③株式買取請求に係る株式等に係る価格決定前の支払制度の新設、④簡易組織再編等の場

合における株式買取請求権の排除。

略式組織再編以外の組織再編等にも差止請求を認める。

①詐害的会社分割における債権者保護の方策として、残存債権者の承継会社等に
対する債務履行請求を認める。

②分割会社に知れていない債権者の保護の拡充（各別の催告がない限り、分割会社
及び承継会社等の双方に対する請求を認める。）。

第二部の概要



第１ 親会社株主の保護等

１ 多重代表訴訟（特定責任追及の訴え）

２ 企業グループに関する内部統制システム

３ 親会社による子会社の株式等の譲渡

４ 子会社少数株主等の保護
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第ニ部 親子会社に関する規律
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１ 多重代表訴訟（最終完全親会社等の株主による特定責任追及の訴え）

多重代表訴訟 （特定責任追及の訴え）
親会社株主が子会社の発起人等（発起人、設立取締役、設立時監査役、

取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人又は清算人をいう。）の
責任を追及する訴え

制度創設の理由

 持株会社形態等の企業グループにおいては、実際に事業活動を行う完全子会社
の企業価値が、持株会社の企業価値に大きな影響を与える

 完全子会社の発起人等と、完全親会社の取締役との間の人的関係や仲間意識か
ら、当該親会社が当該完全子会社の発起人等の責任を追及することを懈怠するお

それが類型的かつ構造的に存在する

制度創設の理由

 持株会社形態等の企業グループにおいては、実際に事業活動を行う完全子会社
の企業価値が、持株会社の企業価値に大きな影響を与える

 完全子会社の発起人等と、完全親会社の取締役との間の人的関係や仲間意識か
ら、当該親会社が当該完全子会社の発起人等の責任を追及することを懈怠するお

それが類型的かつ構造的に存在する
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多重代表訴訟のイメージ

既存の責任追及

多重代表訴訟

既存の責任追及

⇒期待できない

親会社親会社

子会社子会社

株主株主 株主株主 株主株主
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（１）提訴請求権者

改正会社法847条の3

 当該株式会社の「最終完全親会社等」の株
主に限る

 「最終完全親会社等」の総株主の議決権の
１／１００以上の議決権又は発行済株式の
１／１００以上の数の株式を有する株主に限
る（定款でこれらを下回る割合を定められ
る）

 （最終完全親会社等が公開会社の場合）
提訴請求をすることができる最終完全親

会社等の株主は6ヶ月前（定款で６ヶ月を下
回る期間を定められる）から引き続き上記
割合の議決権又は株式を有する者に限る

 親子会社関係の頂点に立つ完全親会
社の株主（次頁参照）

 子会社に少数株主がいれば、当該少
数株主による責任追及が期待できる
ため

 親会社も子会社等も「株式会社」であ
るため、「外国会社」（改正会社法２条
２号）は含まれない

 最終完全親会社等の株主と、責任を
追及される者との関係が間接的なもの
となるため、当該株主が利害関係をよ
り強く有する場合に提起権を認めるの
が適切

 ただし、ことさらに要件を加重するのは
適切でない

 会社法８４７条１項（株主代表訴訟）に
倣ったもの
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＊「最終完全親会社等」

「完全親会社」（改正会社法847条の2第1項）
特定の株式会社の発行済株式の全部を有する株式会社その他これと同等のものとして法務省令で定める株式会社
※会社法施行規則２１８条の３第１項

ある株式会社及び当該ある株式会社の完全子会社又は当該ある株式会社の完全子会社が法８４７条の２第１項の特
定の株式会社の発行済株式の全部を有する場合における当該ある株式会社

「完全親会社等」（改正会社法847条の3第2項）
①完全親会社
②株式会社の発行済株式の全部を他の株式会社及びその完全子会社等（株式会社がその株式又は持分の全部を有する

法人をいう。）又は他の株式会社の完全子会社等が有する場合における当該他の株式会社（完全親会社を除く）

A社（株式会社）A社（株式会社）

B社（株式会社）B社（株式会社）

株主株主

1％以上

100％

株主株主

A社（株式会社）A社（株式会社）

B社B社

100％

1％以上

100％

C社（株式会社）C社（株式会社）

株主株主

A社（株式会社）A社（株式会社）

B社B社

C社（株式会社）C社（株式会社）

1％以上

30％

100％

70％
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（３）責任追及の対象

「特定責任」 （改正会社法847条の3第4項）

 当該株式会社の発起人等の責任の原因と
なった事実が生じた日において

 最終完全親会社等及びその完全子会社等
における当該株式会社の株式の帳簿価額
が

 当該最終完全親会社等の総資産額として法
務省令で定める方法により算定される額の
１／５（これを下回る割合を定款で定めた場
合にあっては、その割合）を超える場合

 重要な子会社の取締役等の責
任に限り、対象とする

 実質的には親会社の事業部門
の長である従業員にとどまる場
合は制度の趣旨に合わない

 親会社の取締役等に相当し得
る重要な子会社の取締役等に
限定すべき

 １／５要件は、簡易事業譲渡や簡易
組織再編等（会社法４６７Ⅰ②括弧書
き、７８４Ⅲ等）を参考にした。
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（４）提訴請求等

 株式会社が株主による特定責任追及の訴え
の請求の日から60日以内に特定責任追及
の訴えを提起しないときは、当該請求をした
最終完全親会社等の株主は、株式会社のた
めに、特定責任追及の訴えを提起することが
できる（改正会社法847条の３第７項）

 60日の期間の経過により株式会社に回復す
ることができない損害が生ずるおそれがある
場合は、株主は直ちに特定責任追及の訴え
を提起できる（同条9項）

 特定責任の対象とすることができる場合、当
該最終完全親会社等の総株主の同意がな
ければ、免除することができない（改正会社
法847条の３第10項）。

 会社法８４７条３項（株主代表訴
訟）に準じる

 会社法４２４条に準じる
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（５）訴訟告知、補助参加

改正会社法849条

最終完全親会社等の株主は、共同訴訟人として、又は当事者の一方を
補助するため、特定責任追及の訴えに係る訴訟に参加することができ
るものとし、また、当該最終完全親会社は、当事者の一方を補助するた
め、当該訴訟に参加することができる

ア 株式会社等の最終完全親会社の株主は、特定責任追及の訴えを
提起したときは、遅滞なく、当該株式会社に対し、訴訟告知をしな
ければならない（改正会社法849条4項、847条の4第2項）

イ 株式会社等は、特定責任追及の訴えを提起したとき、又はアの訴
訟告知を受けたときは、遅滞なく、その旨を、株主に通知・公告す
るとともに、最終完全親会社等に通知しなければならない（改正会
社法849条5項、7項）

ウ イによる通知を受けた最終完全親会社等は、遅滞なく、その旨を公
告し、又は当該最終完全親会社等の株主に通知・公告しなければ
ならない（改正会社法849条10項）

エ 株式会社等又は最終完全親会社等が、当該株式会社等の取締役、
執行役並びにこれらの者であった者を補助するために訴訟参加す
るためには、監査等委員会設置会社では各監査委員会、指名委
員会等設置会社では各監査委員会の同意を得なければならない

会社法849条を
多重代表訴訟に応
じて修正
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２ 企業グループに関する内部統制システム

改正会社法362条
４ 取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務

執行の決定を取締役に委任することができない。
六 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合する

ことを確保するための体制その他株式会社の業務
並びに当該株式会社及びその子会社から成る企
業集団の業務の適正を確保するために必要なも
のとして法務省令で定める体制の整備

 会社法施行規則１００条１項５号等
で既に定められている内容を会社
法の本体に規定するもの

 重要性を考慮して格上げされただけ
であり、法的な変化が生じるわけで
はない

 子会社の管理・監督責任について
は、監督義務の範囲が不明確にな
る等の理由から、明文規定は設けら
れなかった

改正会社法施行規則１００条１項５号

五 次に掲げる体制その他の当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保す
るための体制

イ 当該株式会社の子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、法第５９８条第１項の職務を行うべき者その他これ
らの者に相当するもの（ハ及びニにおいて「取締役等」という。）の職務の執行に係る事項の当該株式会社への報告に
関する体制

ロ 当該株式会社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ハ 当該株式会社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ニ 当該株式会社の子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

改正会社法施行規則１００条１項５号

五 次に掲げる体制その他の当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保す
るための体制

イ 当該株式会社の子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、法第５９８条第１項の職務を行うべき者その他これ
らの者に相当するもの（ハ及びニにおいて「取締役等」という。）の職務の執行に係る事項の当該株式会社への報告に
関する体制

ロ 当該株式会社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ハ 当該株式会社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ニ 当該株式会社の子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
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３ 親会社による子会社の株式等の譲渡

【問題の所在】

 株式会社が子会社の株式を譲渡することに
より、当該株式の保有を通じた当該子会社
の事業に対する支配を失う場合には、事業
譲渡と実質的に異ならない影響が親会社に
及ぶと考えられ、親会社の株主総会の承認
を要するとすることが適切

 子会社の帳簿価額が小さいようなときまで
親会社の株主総会の承認が必要であると
することは、迅速な意思決定という企業集団
による経営のメリットを損なうおそれ

【現行法】

親会社がその子会社の株式等を譲渡する
場合に、親会社の株主総会の承認を受けな
ければならない明文の規定はない

⇔事業譲渡等については、株主総会の承
認が必要となる場合について定められて
いる（会社法467条1項）

（事業譲渡等の承認等）

第４６７条 株式会社は、次に掲げる行為をする場合には、当
該行為がその効力を生ずる日（以下この章において「効力発生
日」という。）の前日までに、株主総会の決議によって、当該行為
に係る契約の承認を受けなければならない。

二の二 その子会社の株式又は持分の全部又は一部の譲渡（
次のいずれにも該当する場合における譲渡に限る。）

イ 当該譲渡により譲り渡す株式又は持分の帳簿価額が当
該株式会社の総資産額として法務省令で定める方法によ
り算定される額の五分の一（これを下回る割合を定款で定
めた場合にあっては、その割合）を超えるとき。

ロ 当該株式会社が、効力発生日において当該子会社の議
決権の総数の過半数の議決権を有しないとき。

株式会社は、その子会社の株式等の全部または一部の譲渡を
する場合であって、①当該譲渡により譲渡する株式等の帳簿価
額が当該株式会社の総資産の５分の１を超え、かつ、②当該株
式会社が、当該譲渡の効力発生日において当該子会社の議決
権の総数の過半数を有しないときは、効力発生日の前日までに
、株主総会の特別決議により、当該譲渡に係る契約の承認を受
けなければならない。

（事業譲渡等の承認等）

第４６７条 株式会社は、次に掲げる行為をする場合には、当
該行為がその効力を生ずる日（以下この章において「効力発生
日」という。）の前日までに、株主総会の決議によって、当該行為
に係る契約の承認を受けなければならない。

二の二 その子会社の株式又は持分の全部又は一部の譲渡（
次のいずれにも該当する場合における譲渡に限る。）

イ 当該譲渡により譲り渡す株式又は持分の帳簿価額が当
該株式会社の総資産額として法務省令で定める方法によ
り算定される額の五分の一（これを下回る割合を定款で定
めた場合にあっては、その割合）を超えるとき。

ロ 当該株式会社が、効力発生日において当該子会社の議
決権の総数の過半数の議決権を有しないとき。

株式会社は、その子会社の株式等の全部または一部の譲渡を
する場合であって、①当該譲渡により譲渡する株式等の帳簿価
額が当該株式会社の総資産の５分の１を超え、かつ、②当該株
式会社が、当該譲渡の効力発生日において当該子会社の議決
権の総数の過半数を有しないときは、効力発生日の前日までに
、株主総会の特別決議により、当該譲渡に係る契約の承認を受
けなければならない。
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４ 子会社少数株主等の保護

子会社少数株主の保護の観点から、個別注記表等に
表示された親会社等との利益相反取引に関し、株式会
社の利益を害さないように留意した事項、当該取引が
株式会社の利益を害さないかどうかについての取締役
（会）の判断及びその理由等を事業報告の内容とし、こ
れらについての意見を監査役（会）等の監査報告の内
容とするものとする

改正会社法施行規則１１８条

事業報告は、次に掲げる事項をその内容としなけれ
ばならない。

五 当該株式会社とその親会社等との間の取引（当該
株式会社と第三者との間の取引で当該株式会社と
その親会社当との間の利益が相反するものを含
む。）であって、当該株式会社の当該事業年度に
係る個別注記表において会社計算規則第１１２条
第１項に規定する注記を要するもの（略）があると
きは、当該取引に係る次に掲げる事項

イ 当該取引をするに当たり当該株式会社の利益を
害さないように留意した事項（当該事項がない場
合にあっては、その旨）

ロ 当該取引が当該株式会社の利益を害さないかど
うかについての当該株式会社の取締役（取締役
会設置会社にあっては、取締役会。ハにおいて同
じ。）の判断及びその理由

ハ 社外取締役を置く株式会社において、ロの取締
役の判断が社外取締役の意見と異なる場合には、
その意見

改正会社法施行規則１１８条

事業報告は、次に掲げる事項をその内容としなけれ
ばならない。

五 当該株式会社とその親会社等との間の取引（当該
株式会社と第三者との間の取引で当該株式会社と
その親会社当との間の利益が相反するものを含
む。）であって、当該株式会社の当該事業年度に
係る個別注記表において会社計算規則第１１２条
第１項に規定する注記を要するもの（略）があると
きは、当該取引に係る次に掲げる事項

イ 当該取引をするに当たり当該株式会社の利益を
害さないように留意した事項（当該事項がない場
合にあっては、その旨）

ロ 当該取引が当該株式会社の利益を害さないかど
うかについての当該株式会社の取締役（取締役
会設置会社にあっては、取締役会。ハにおいて同
じ。）の判断及びその理由

ハ 社外取締役を置く株式会社において、ロの取締
役の判断が社外取締役の意見と異なる場合には、
その意見

会社計算規則（現行法）
（関連当事者との取引に関する注記）
第１１２条 関連当事者との取引に関する注記は、株式会社と関
連当事者との間に取引（当該株式会社と第三者との間の取引で
当該株式会社と当該関連当事者との間の利益が相反するものを
含む。）がある場合における次に掲げる事項であって、重要なもの
とする。ただし、（略）
一 当該関連当事者が会社等であるときは、次に掲げる事項

イ その名称
（以下略）

二 当該関連当事者が個人であるときは、次に掲げる事項
イ その氏名

（以下略）
三 当該株式会社と当該関連当事者との関係
四 取引の内容
五 取引の種類別の取引金額
六 取引条件及び取引条件の決定方針
七 取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当該

事業年度の末日における残高
八 取引条件の変更があったときは、その旨、変更の内容及び当

該変更が計算書類に与えている影響の内容



第２ キャッシュ・アウト

１ 特別支配株主の株式等売渡請求

２ 全部取得条項付種類株式の取得

３ 株式の併合により端数となる株式の買
取請求

４ 株主総会等の決議の取消しの訴えの原
告適格

86

第ニ部 親子会社に関する規律
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従前のキャッシュ・アウトの手法

①
金銭を対価とする

組織再編
（株式交換等）

 原則として、対象会社における株主総会の特別決議を要する（会
社法７８３条１項、３０９条２項１２号）

 キャッシュ・アウトを行う株主（存続会社等）が対象会社（消滅株式
会社等）の総株主の議決権の９／１０以上を有していれば、略式組
織再編手続により、対象会社の株主総会決議不要（７８４条１項）

②
全部取得条項付

種類株式を
利用した手法

 全部取得条項付種類株式の取得により、少数株主の有する株式
をいったん端数株式とした後、端数の処理により当該端数株式の
売却代金を少数株主に交付するという手法

 全部取得条項付種類株式の取得については、略式組織再編のよ
うに株主総会の決議を要しないものとする制度は設けられていな
いため、常に対象会社の株主総会の特別決議を要することとなる
（１７１条１項、３０９条２項３号）

キャッシュアウト ： 現金を対価とする少数株主の締め出し

（メリット）
 長期的視野に立った柔軟な経営の実現

 株主総会に関する手続の省略による意思決定の迅速化

 有価証券報告書の提出義務等の法規制を遵守するためのコストや株主管理コストの削減
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株式交換前

２０％ ８０％

株式交換完全子会社
（Ｂ社）

株式交換
完全親会社

（Ａ社）
少数株主

①金銭を対価とする株式交換

株式交換後

０％ １００％
株
式
交
換

Ｂ株式（２０％）

現金

少数株主

株式交換完全子会社
（Ｂ社）

株式交換
完全親会社

（Ａ社）
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②全部取得条項付種類株式の利用

①対象企業において、普通株式とは別の種類の株式を
発行できる旨の定款変更を行う。

②対象企業の発行する全ての普通株式に全部取得条項
を付す旨の定款変更を行う。

③当該普通株式の全部の取得と引き換えに別の種類の
対象企業株式を交付する。

④端数株式の処理
対象企業の株主が親会社のみとなるように、それ以外の対象企業の株主（少数株主）
に交付しなければならない当該別の種類の対象企業株式の数が１に満たない端数と

なるように算定する。

《具体例》
総株式数：５００株

●支配株主
Ａ：４５０株（９０％）

●少数株主
Ｂ：１０株、Ｃ：２０株、

Ｄ：１５株、Ｅ：５株
計５０株（１０％）

Ａ：９株（１００％）
Ｂ～Ｅ：０株（端数のみ）

条件：種類株式５０株
に対して普通株式
１株を交付する。
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現行法上のキャッシュ・アウトの手法の分類

直接移転型 端数処理型

株主総会決議

必要型

現金を対価とする

組織再編

全部取得条項付種類
株式の取得、株式併合

株主総会決議

不要型

現金を対価とする

略式組織再編
なし
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１ 特別支配株主の株式等売渡請求
【現行法上の問題】

実務上は、税制上の理由等から、②全部取得条項付種類株式を利用した手法が
通例であるところ、当該手法は、

 常に株主総会の特別決議を要する（時間的・手続的コスト）。
 ＴＯＢの強圧性の問題（キャッシュ・アウトは、ＴＯＢを先行させることが多いが、キャッシュ・アウ

トに長期間を要すると、その間、ＴＯＢに応募しない株主が不安定な立場におかれる。そのため、ＴＯ
Ｂ価格が不充分であると考える株主も、応募しないことから生じる不利益を避けるために、応募せざ
るを得なくなってしまうという指摘。）

【中間試案】

 特別支配株主による株式売渡請求の制度創設

対象会社の総株主の議決権の１０分の９以上を有する株主（特別支配株主）が、自己
及び対象会社以外の全ての株主（売渡株主）に対して、その有する対象会社の株式の
全部を売り渡すことを請求することにより、対象会社の株主総会の決議を要することなく
キャッシュ・アウトを行うことができるものとするための新たな制度を創設する。

【要綱】

基本的には、要綱にも取り入れられた。

⇒改正会社法179条～179条の10に規定が設けられた。
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（１）株式等売渡請求の内容

要綱第二部第二１（１）
 株式会社の特別支配株主は、当該株式会社の株主

（当該株式会社及び当該特別支配株主を除く。）の全
員に対し、その有する当該株式会社の株式の全部を
当該特別支配株主に売り渡すことを請求することがで
きる。ただし、特別支配株主完全子法人に対しては、
その請求をしないことができる。

（注） 「特別支配株主」：株式会社の総株主の議決権の10
分の9（これを上回る割合を当該株式会社の定款で定
めた場合にあっては、その割合）以上を当該株式会社
以外の者及び当該者が発行済株式の全部を有する
株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で
定める法人（以下この条及び次条第一項において「特
別支配株主完全子法人」という。）が有している場合に
おける当該者をいう。（改正会社法179条1項）

 新株予約権の売渡請求も可能。（同条2項）

 新株予約権付社債の場合には併せて当該社債の全
部の売渡請求も必要。ただし、新株予約権に別段の
定めがある場合はこの限りではない。（同条3項）

 公開会社でない株式会社
（いわゆる全株式譲渡制限
会社）にもこの制度の適用
を及ぼすことへの反対論が
かなりあったが、結局、全
株式譲渡制限会社も対象と
された。

 新株予約権付社債につい
ては、社債部分は基本的に
は新株予約権と分離して譲
渡することができないとされ
ているため。
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（２）株式等売渡請求の手続等
～手続の流れ

１．特別支配株主は、請求により株式、新株予約権を売り渡すことになる株主および新株予約権者に対し
て交付する対価、取得日等を定めてしなければならない（179条の2第1項）。

２．特別支配株主は、株式等売渡請求をしようとするときは、対象会社に対し、その旨及び上記１に掲げる
事項を通知し、その承認を受けなければならない（179条の3第1項）。
対象会社（取締役会設置会社）が承認をするか否かの決定をするには、取締役会の決議によらなければ
ならない（同条2項）。
対象会社は、承認をするか否かの決定をしたときは、特別支配株主に対し、当該決定の内容を通知しな
ければならない（同条3項）。
承認の際には、売渡株主の利益に配慮し、キャッシュ・アウトの条件が適正なものといえるかどうかを検討
すべきと考えられている。（少数株主の利益に配慮すべき義務負うか？株主共同利益との関係は？）

４．特別支配株主は、取得日に、売渡株式等の全部を取得する（179条の9第1項）。

３．対象会社は、取得日の２０日前までに、売渡株主等に対して、当該承認をした旨等を通知する（公告に
代えることも可能だが、売渡株主に対しては必ず通知が必要。）。（179条の4第1項、2項）
⇒株式等売渡請求がされたものとみなされる（個別の意思表示不要）。

事後開示手続（179条の10）

取得日後遅滞なく～取得日から
６ヶ月（１年）間

事前開示手続（179条の5）

通知・公告～取得日後６ヶ月経
過まで

特別支配株主は、承認を受けた後は、取得日の前日までに対象
会社の承諾を得た場合に限り、株式等売渡請求を撤回することが
できる（179条の6）。⇒対象会社は遅滞なく、通知・公告。
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※参考

東証・有価証券上場規程
（支配株主との重要な取引等に係る遵守事項）
第４４１条の２ 支配株主を有する上場会社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する事項の決定が
当該上場会社の少数株主にとって不利益なものでないことに関し、当該支配株主との間に利害関係を有しない者によ
る意見の入手を行うものとする。 （１） 当該上場会社の業務執行を決定する機関が、第４０２条第１号ａ（第三者割
当による募集株式等の割当てを行う場合に限る。）、ｅ、ｉからｍまで、ｏからｓまで、ｗからｚまで又はａｐに掲げる事項
（支配株主その他施行規則で定める者が関連するものに限る。）のいずれかを行うことについての決定をする場合（同
条の規定に基づきその内容の開示を要する場合に限る。）
（２） 当該上場会社の子会社等の業務執行を決定する機関が、第４０３条第１号ａからｅまで、ｇからｋまで、ｎ、ｏ又
はｓに掲げる事項（支配株主その他施行規則で定める者が関連するものに限る。）のいずれかを行うことについての
決定をする場合（同条の規定に基づきその内容の開示を要する場合に限る。）
２ 上場会社は、前項各号に掲げる場合には、必要かつ十分な適時開示を行うものとする。

※少数株主の利益への配慮が要求される場面

東証・有価証券上場規程
（ＭＢＯの開示に係る遵守事項）

第４４１条 上場会社が、公開買付者が公開買付対象者の役員である公開買付け（公開買付者が公開買付対象
者の役員の依頼に基づき公開買付けを行う者であって公開買付対象者の役員と利益を共通にする者である公開買
付けを含む。）に関して、第４０２条第１号ｙに定める意見の公表又は株主に対する表示を行う場合の適時開示は、必
要かつ十分に行うものとする。

※株主間の取引に会社が関与する場面
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（２）株式等売渡請求の手続等
～試案後に議論になった点

③個別通知に代わる公告を認めるか？

【反対派】公告だけでは売渡株主等が、特別支配株主の売渡請求によって所有していた株式等を取得されたということを
知り得ず、価格決定の申立ての機会を失うことになる。

【賛成派】略式組織再編においては公告のみによって少数株主が所有する株式を失うこととのバランスや、キャッシュ・ア
ウトの制度創設の目的は必要な期間の短縮にある。

【事務局からの修正案（反対派に対して）】

通知を受けなかった売渡株主等が価格決定申立てができる可能性を高める方法として、取得日後２０日間も価格決
定の申立てができるとする案。

【修正案に対する批判】

 特別支配株主が取得日から２０日分の利息を覚悟して取得日から２０日を過ぎて対価を支払えば、少数株主は価格
決定の申立てができなくなる。

 ２０日程度の伸長ではあまり意味がなく、次の株主総会を挟めるように一年など大幅に伸ばさなければ意味がない。

【結論】

 売渡株主に対しては公告による代替を認
めず個別通知を要求する。

 振替株式発行会社については、公告によ
ることとする。

 振替株式については、株主名簿の記載はその時点における真の
株主とは必ずしも一致せず、株主名簿に記載された株主に対する
通知を行う意味が乏しい（振替法１６１条２項）。

 振替株式の発行会社は上場会社であって、公告による周知も可能。

 二段階買収において初めに公開買付けを行って、二段階目の取
引でキャッシュ・アウトを利用することが考えられることから、公開
買付の時点で、その会社の株主にはキャッシュ・アウトが行われる
ことが予測できる。
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（３）売渡株主等による差止請求等
①株式等売渡請求差止請求（改正会社法179条の7）
 差止事由：
ア 株式売渡請求の法令違反
イ 売渡株主に対する通知、事前開示義務違反
ウ 対価が対象会社の財産状況その他の事情に照らして著しく不当

 総会決議取消訴訟により争う手段
がないための救済方法。

 略式組織再編の差止請求制度（会
社法７８４条２項）に倣う。

 イは、株式売渡請求そのものの法
令違反と言い難い問題があるため。

②価格決定の申立て（改正会社法179条の8）
売渡株主等は、取得日の２０日前の日から取得日の前日まで

の間に、裁判所に対して、売渡株式等の価格決定の申立てをで
きる。

 裁判所が決定した価格に対する取得日からの年六分の法定利
率を支払わなければならない。

 特別支配株主は、売渡株主等に対して、売渡株式の売買価格
の決定がなされる前に、当該特別支配株主が公正な売買価格
と認める額を支払うことができる。

 全部取得条項付種類株式におけ
る価格決定手続（会社法１７２条）
に倣った。

 法定利息の支払は、会社法１７２
条２項に倣い、要綱で定めた組織
再編における株式買取請求の場
合と同様の定めを置いた。

 特別支配株主が利息支払コストを
避けるための制度も設けた。

③売渡株式等の取得無効の訴え（改正会社法846条の2）
 取得日から６ヶ月以内（公開会社でなければ１年以内）に、訴え

をもってのみ主張可能（形成訴訟）。
 提訴権者は、取得日における売渡株主、対象会社の取締役、

監査役等。被告は特別支配株主。
 対象会社の本店所在地を管轄する地裁の専属管轄。
 将来効、対世効。
 無効事由の定めはない。⇒解釈に委ねられる。

 株式売渡請求は多数の株主の利
害に影響を与えるため、法的安定
性及び法律関係の画一的処理等の
観点から設けられた（組織再編無
効の訴えに倣う。）。

 対価が著しく不当な場合が無効事
由になるかについて議論。

 個別の売渡株主等による個別解除
は妨げられないとの主張が有力。

 提訴権が与えられるからには、それ
を行使すべき一定の義務が生じる。
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実務への影響

 全部取得条項付種類株式の利用による手法
にはないメリット

 株主総会を経ることなく、手続の迅速化を図ることが
できる。

 会社以外の法人（投資ファンド、外国法人等）や自然
人も「特別支配株主」として、特別目的会社等を設定
することなく、キャッシュアウトの実現が可能。

 新株予約権者の排除も可能。

 ただし、あくまで議決権の9割が必要（⇔3分の2）。
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２ 全部取得条項付種類株式の取得
①⑥情報開示の充実

全部取得条項付種類株式の取得は、組織再編の場合に比して情報開示が十分ではないと
の指摘を踏まえ、以下の手続を新設する。

事前開示手続（171条の2） 事後開示手続（173条の2）

始期
①株主総会の日の２週間前の日、又は、②全部取得の
効力発生日（全部取得日）の20日前のいずれか早い日

全部取得日後、遅滞なく

終期
全部取得条項付種類株式の株主に対して行う通知又は
公告の日のうち、いずれか早い日から全部取得日後６ヶ
月を経過するまでの間

全部取得日から6ヶ月間

開示
事項

①取得対価に関する事項、②その割当に関する事項、③
全部取得日、④法務省令で定める事項

法務省施行規則３３条の２第１項

ⅰ）取得対価の相当性に関する事項 （第２項）

ⅱ）取得対価について参考となるべき事項 （※第３項）

ⅲ）計算書類等に関する事項 （第４項）

ⅳ）備置開始日後株式会社が全部取得条項付種類株式の
全部を取得する日までの間にⅰ）～ⅲ）の事項に変更が
生じたときは、変更後の当該事項

株式会社が取得した全部取得条項付種類株式の数
その他の全部取得条項付種類株式の取得に関する
事項として法務省令で定める事項

法務省施行規則３３条の３

ⅰ）株式会社が全部取得条項付種類株式の全部を取
得した日

ⅱ）法１７１条の３の規定による請求に係る手続の経過

ⅲ）法１７２条の規定による手続の経過

ⅳ）株式会社が取得した全部取得条項付種類株式の数

ⅴ）前各号のほか、全部取得条項付種類株式の取得に
関する重要な事項
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２ 全部取得条項付種類株式の取得
③④⑤取得の価格決定の申立てに関する規律

③全部取得条項付種類株式の取得に関して、株式
会社に株主に対する通知又は公告の義務を課す
（取得日の２０日前まで）（172条2項）。

④取得価格の決定の申立期間を取得日の２０日前
の日から取得の前日までとする（172条1項）。

申立権者には、議決権のない株
主も含まれているため、全部取
得を知らないまま申立期間が経
過するおそれがあった。

 現行法：申立期間は取得の総会決議
の日から２０日以内とされている。

⇒申立期間満了前に取得日が到来す
る可能性があるところ、そのような場
合には、取得後の申立てにより、いっ
たん交付された対価の返還が必要と
なるなど、法律関係の複雑化のおそ
れがあった。

⑤取得価格決定の申立てを行った株主については、
取得対価（会社法１７１条１項の株主総会で定め
られた対価）は交付されない（173条1項）。

⑥ 取得価格決定の申立てを受けた株式会社は、価格決
定がなされる前に、当該株式会社が公正な価格と認
める額を支払うことができる（172条5項）。

株式等売渡請求の制度と同じ

裁判所に対する価格の決定の申立て（改正会社法172条）

そもそも全部取得条項付種類株式を用いるキャッシュ・アウトは、制度の目的外利用であるため本
来やめるべきとの議論もあったが、既に実務に根付いていることもあったため、その利用を認めた
上で、以上のような整備を行うこととした。
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３ 株式の併合により端数となる株式の買取請求
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【現行法】 金銭交付処理

端数の合計数に相当する

株式を売却等した場合の

代金相当額を端数に応じ

株主に交付しなければな

らない

市場価格の下落

売却先の確保困難

金銭による処理に加え、端数となる株式の買取請求を認める

買取請求
できる場合

 株式の併合により1株未満の端数が生じるとき
 例外 株主への影響が少ない場合は除く

（単元株式数に併合割合を乗じて得た数が整数
の場合）

請求権者  反対株主に限る

開示手続
（182条の
2、182条
の6）

 組織再編の場合と同様の事前・事後開示手続
⇒ 株主総会で反対すべきかの判断資料提供
⇒ キャッシュ・アウトに利用される場合、対価

に関する開示の意義を有する

取得財源
規制

 自己株式の取得財源規制は適用されない
 支払った金銭の額が分配可能額を超えるときは、

当該職務を行った業務執行者は、連帯して超過
額の支払義務を負う（464条1項）

発行可能
株式総数

 当該株式の併合が効力を生じた時における発
行済株式総数の4倍を超えない範囲で発行可能
株式総数を定めなければならない

株式併合により、1株未
満の端数が生じる場合



４ 株主総会等の決議の取消しの訴えの原告適格

 株主総会の決議の取消しにより株主となる者も当該決議の取消しの訴
えを提起することができる旨の明文の規定を設けられた。

 総会決議が取り消されれば株主の地位を回復する可能性を有している以上、原
告適格が認められるべき。これを認めたものとして、東京高判平成２２年７月７日
判時２０９５号１２８頁。

株主総会等の決議の取消しの訴えの原告
適格 101

改正会社法831条1項



第３ 組織再編における株式買取請求等

１ 買取口座の創設

２ 株式等の買取りの効力が生ずる時

３ 株式買取請求に係る株式等に係る価格
決定前の支払制度

４ 簡易組織再編、略式組織再編等におけ
る株式買取請求
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１ 買取口座の創設

現行法

株式買取請求の撤回制限
会社法１１６条１項各号の行為又は組織再編等において、株式買取請求を
行った反対株主は、①買取請求の相手方である株式会社、消滅株式会社等
又は存続株式会社等の承諾を得た場合、②同法１１６条１項各号の行為又は
組織再編等の効力発生日から３０日以内に協議が整わない場合において、効
力発生日から６０日以内に価格決定の申立てがない場合に限り、その株式買
取請求を撤回することができる

趣旨

投機的行動（市場価格のある株式について、とりあえず株式買取請求を行って、
その後の株価が上昇して市場で売却したほうが有利になれば当該請求を撤回し
て当該株式を市場で売却し、そうでなければそのまま当該請求を継続するといっ
た行動）の防止

問題点
撤回できなくなった後でも、市場における売却を実行することによって、事実上、
会社の承諾を得ることなく株式買取請求を撤回することが可能になっている

買取口座の創設 103



１ 買取口座の創設

 撤回制限をより実効的にするため、振替株式の場合に以下の制度を設ける
（改正振替法155条）。

① 振替株式の発行者は、反対株主に株式買取請求権が発生する行為をしようとすると
きは、振替機関等に対して、株式買取請求に係る振替株式の振替を行うための口座
（買取口座）の開設の申出をしなければならない（155条1項）。

② 発行者が振替法１６１条２項の規定による公告（株主に対する会社法１１６条１項各号
の行為等をする旨の通知に代わる公告）をするときは、併せて、買取口座を公告しな
ければならない（155条2項）。

③ 反対株主は、株式買取請求をしようとする場合、買取口座を振替先口座とする振替の
申請をしなければならない（155条3項）。

④ 発行者は、株式買取請求に係る買取の効力が生じる日までは、③の申請により買取
口座に記載・記録された振替株式について、自己の口座を振替先口座とする振替の
申請をすることができない（155条4項）。

⑤ 撤回を承諾した発行者は、③の申請により買取口座に記載・記録された振替株式に
ついて、当該株主の口座を振替先口座とする振替の申請をしなければならない（155
条5項）。
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２ 株式等の買取りの効力が生ずる時
株式買取請求の相手方 株式の買取りの効力が生ずる時点

現
行
法

①会社法１１６条１項各号の行為、事業譲渡
等をする株式会社、存続株式会社等、吸収
分割株式会社、新設分割株式会社

代金支払いのとき（１１７Ⅴ、４７０Ⅴ、７８６Ⅴ
かっこ書、７９８Ⅴ、８０７Ⅴかっこ書）

②吸収合併消滅会社、株式交換完全子会社 吸収合併又は株式交換の効力発生日（７８６
Ⅴ）

③新設合併消滅会社、株式移転完全子会社 設立会社の成立の日（８０７Ⅴ）

株式等の買取りの効力が生ずる時

問
題
点

①の場合、会社は、裁判所の決定した価格に対する会社法１１６条１項各号の行為等の効力
発生日から６０日の期間満了の日の後六分の利息を支払う義務があるのに対して（１１７条４項
等）、買取の効力が生ずるまでの間に剰余金配当請求権及び議決権を有するか否かについて
の規定がないため、反対株主が上記利息と剰余金配当請求権の両方を受け取るという二重取
りが起きるという問題。

中間試案 この場合における反対株主の剰余金配当請求権を否定することを検討課題としていた。

試案後の議論

経済的利害関係が希薄になるのであるか
ら、共益権も否定すべきではないか？

自益権も共益権も否定するのであれば、
そもそも株式買取請求を行った株主につ
いては株主としての地位を否定すべき。

株式買取請求に係る株式の買取りの効力が生ずる時点も、株式買取請求の効力発生日とすることが素
直ではないか（株主自身が退出の意思表示をしていることとも整合的）？⇒①を②③に合わせることに。
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２ 株式等の買取りの効力が生ずる時

① 前記①の場合についても、②③と同じように、
株主が反対している会社の行為が効力を発
生する日に、株式の買取りの効力が生じるこ
ととする（117条6項、470条6項、786条6項
等）。

② 株券が発行されている株式について株式買取
請求をしようとするときは、株主は株券発行会
社に対して、当該株式に係る株券を提出しな
ければならない（116条6項、469条6項、
785条6項等）。

③ 株式買取請求に係る株式を譲り受けた者は、
株主名簿の名義書換請求をすることができな
い（会社法１３３条の適用除外）。（116条9項、
469条9項、785条9項等）
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株券が発行されている株式について
も、株式買取請求の撤回制限の実効
化を図る（買取口座の創設と同じ趣

旨）。

株券不発行会社においては意思表示
のみで株式買取請求に係る株式を譲
渡できるため、株式買取請求の撤回
制限の実効化を図る（上記②と同じ趣

旨）。



３ 株式買取請求に係る株式等に係る価格決定前の払制度

＊反対株主が会社による支払いを受け取らない場合、会社は弁済供託を行うことが
できる。

第１１６条第１項各号の行為をする株式会社、全部取得条項付種類株式を
取得する株式会社、株式売渡請求をする特別支配株主、株式の併合をする
株式会社、事業譲渡等をする株式会社、消滅株式会社等又は存続株式会
社等は、株式買取請求又は価格決定の申立てをした株主に対し、株式の価
格の決定がされる前に、公正な価格と認める額を支払うことができるものと
する。

【趣旨】効力発生日の６０日経過後から年６分の利率による利息が付くこと
（会社法７８６条４項等）が株式買取請求の濫用を招く原因となっているとの
指摘に応じたもの。

改正会社法117条5項、172条5項、179条の8第3項、182条の5第5項、470条の5項、786
条5項（新株予約権買取請求についても同様の規定（118条6項、7項、119条6項、787条6

項、7項、10項））

⇒会社がこの制度による支払（弁済供託）をした場合には、会社法７８６条４項等に
かかわらず、当該支払をした額に対する当該支払後の利息を支払う義務を負わな
いことになる。

株式買取請求に係る株式等に係る価格決
定前の支払制度 107



４ 簡易組織再編、略式組織再編等における株式買取請求

 存続株式会社等において簡易組織再編の要件を満たす場合及び
譲受会社において簡易事業譲渡の要件を満たす場合には、存続
株式会社等又は譲受会社の反対株主は、株式買取請求権を有し
ない。

∵簡易組織再編は存続会社等（の資産・負債）に対する影響が少ないこと
等から、存続会社等における総会決議を不要としているのであり、会社組
織の基礎に本質的変更はないのであるから、株式買取請求権も有しない
ものとすべきとの指摘。

会社法469条1項2号、797条1項但書

簡易組織再編、略式組織再編等における
株式買取請求 108

【その他】

 略式組織再編又は略式事業譲渡の要件を満たす場合には、特別支配会社は、株式買取請求
権を有しないものとし、株式買取請求に関する通知の対象である株主から特別支配会社を除く
ものとされている（469条2項2号・3号、785条2項2号・3号、797条2項2号・3号）。

 中間試案の（後注）で、組織再編の条件について株式会社が公告をした後に株式を取得した反
対株主は、株式買取請求権を有しないものとするかどうかを検討課題としていたが、そのような
見直しはしないこととされた。



第４ 組織再編等の差止請求

109

第ニ部 親子会社に関する規律



組織再編等の差止請求 110

組織再編等の差止請求

【現行法の問題点】
現行法：略式組織再編以外の組織再編については、株主による差止請求に係る明文の規定は置かれ
ていない（解釈上認める見解はある）。
事後的救済策としての無効の訴えはあるが、法律関係が複雑になり、法的安定性を害する。
事前の手段として、反対株主は、株式買取請求権を有するが、株主として残ることはできない。
⇒一般的な組織再編の差止請求の導入の必要性。

【中間試案】
Ａ案：明文の規定を設ける。

「組織再編が法令又は定款に違反する場合であって、消滅株式会社等の株主が不利益を受けるおそ
れがあるとき」を消滅株式会社等の株主による請求の要件とし、存続株式会社等においても同様の規
律を設ける。
∵仮処分という短い時間しかない中で対価の相当性を審理することは困難であるため、法令定款違反

の場合に限定。
（注１）「特別の利害関係を有する者が議決権を行使することにより、当該組織再編に関して著しく不当
な株主総会の決議がされ、またはされるおそれがあって、株主が不当な不利益を受けるおそれがあると
き」も差止事由とするかは、なお検討。

Ｂ案：明文の規定を設けない。
∵組織再編の実施に対する萎縮的効果、差止請求の濫用の危険。
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組織再編等の差止請求

 次に掲げる行為が法令又は定款に違反する場合において、株主が不利益を受けるおそれ
があるときは、株主は、株式会社に対し、当該行為をやめることを請求することができるもの
とする。

① 全部取得条項付種類株式の取得

② 株式の併合

③ 略式組織再編以外の組織再編（簡易組織再編の要件を満たす場合を除く。）

（注） 略式組織再編の差止請求（第７８４条第２項及び第７９６条第２項）については、現行法の
規律を維持するものとする。

 「法令又は定款」違反には、善管注意義務や忠実義務の違反を含まないことを前提。

 （注１）に対しては、差止請求の仮処分命令申立事件において短期間での判断が必要であ
るが、このような要件の判断を短期間に行うことは困難であるとする最高裁判所等の反対が
多かったため、採用しないこととされた。

要綱では、Ａ案本文を採用し、（注１）は採用しないこととなった。



組織再編等の差止請求 112

組織再編等の差止請求

略式組織再編以外の組織再編（吸収合併等、新設合併等）についても、
簡易組織再編の要件を満たす場合を除き、当該組織再編が法令または
定款に違反する場合や消滅株式会社等又は存続会社等の財産の状況
その他の事情に照らして著しく不当であるときには、株主は、株式会社
に対して、当該行為をやめさせることを請求することができる（会社法

784条の2、796条の2、805条の2）。



第５ 会社分割等における債権者の保護

１ 詐害的な会社分割等における債権者の保護

２ 分割会社に知れていない債権者の保護
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１ 詐害的な会社分割等
における債権者の保護

 詐害的な会社分割
吸収分割会社又は新設分割会社（以下「分割会社等」）が、吸収分割
承継会社又は新設分割設立会社（以下「承継会社等」）に債務の履行
の請求をすることができる債権者と当該請求をすることができない債権
者（以下「残存債権者」）とを恣意的に選別した上で、承継会社等に優
良事業や資産を承継させるなどの残存債権者を害する会社分割。

分割会社等 承継会社等

残存債権者 承継債権者

優良事業・資産の承継

一部のみ債務を承継

恣意的に選別
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詐害的会社分割の具体例

営業用資産

不良資産

取引債務

金融債務

営業用資産
取引債務

不良資産

金融債務

現金
（株式対価）

不良資産

金融債務
新会社株式

営業用資産
取引債務

会社分割

債務超過

分割会社

承継会社

廃業

低廉な価格
で売却

株式売却

事業継続

間接的把握
（計算上の
減少はなし

【問題点】保全、
財産評価、換
価等は著しく

困難
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現行法上の問題点

 残存債権者には現行法上の債権者保護が及ばない。

①会社債権者の
異議申述権

残存債権者は、事実上の人的分割（効力発生日に全部取得条項付種
類株式の取得又は剰余金の配当を行うことによって、承継会社・設立
会社の株式を分割会社の株主に交付する場合）を除き、債権者異議手
続による保護は与えられない（会社法７８９Ⅰ②第二括弧書き、８１０条
Ⅰ②第二括弧書き）。

②会社分割無効
の訴え

会社分割を承認しなかった債権者に対し、会社分割無効の訴えの提訴
権が与えられているが（８２８Ⅱ⑨⑩）、債権者異議手続の対象外の債
権者は、「会社分割について承認をしなかった債権者」には含まれず、
原告適格を有しないと解するのが一般的。

③各別の催告を
欠いた分割会社
の債権者に対す
る分割当事会社

の連帯責任

異議を述べることができる債権者のうち知れている債権者にのみ各別
の催告を要する（会社法７８９Ⅱ、７９９Ⅱ、８１０Ⅱ）。
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現行法上の解決策

①詐害行為取消権（民法４２４条）の行使（最判平成２４．１０．１２金
判１４０２号１６頁、東京高判平成２２年１０月２７日金法１９１０号
７７頁等）

②商号続用に係る責任（会社法２２条１項）の類推適用（最判平成２
０年６月１０日判時２０１４号１５０頁）

③法人格否認の法理（福岡地判平成２２年１月１４日金法１９１０号
８８頁）

④会社分割無効の訴え（前例なし）

 民法の一般原則に委ねるだけでなく、会社法にも規定を設ける
べき。

 利害関係人に対する影響の大きい会社分割自体の取消しによ
るよりも、直截に承継会社等に対する支払請求を認めるべき。



詐害的な会社分割における債権者の保護

詐害的な会社分割等
における債権者の保護

 「承継した財産の価格」は、
承継した積極財産の総額
であり、そこから承継した
債務の価額を控除した価
額ではない。

 （注）の事実上の人的分割
の場合には、債権者保護
手続きによる保護が与えら
れているため、適用除外。

① 分割会社が、残存債権者を害することを知って会社分割をした
場合には、残存債権者は、承継会社等に対して、承継した財産
の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる
ものとする。ただし、吸収分割の場合であって、吸収分割承継
会社が吸収分割の効力が生じた時において残存債権者を害す
べき事実を知らなかったときは、この限りでない。（759条4項）

(注) 株式会社である分割会社が吸収分割の効力が生ずる日又は新設分割設
立会社の成立の日に全部取得条項付種類株式の取得又は剰余金の配
当（取得対価又は配当財産が承継会社等の株式又は持分のみであるも
のに限る。）をする場合（第７５８条第８号）には、上記の規律を適用しない
（759条5項）。

② ①の債務を履行する責任は、分割会社が残存債権者を害する
ことを知って会社分割をしたことを知った時から２年以内に請求
又は請求の予告をしない残存債権者に対しては、その期間を
経過した時に消滅するものとする。会社分割の効力が生じた日
から２０年を経過したときも、同様とする。（759条6項）

(注1) ①の請求権は、分割会社について破産手続開始の決定、再生手続開始
の決定又は更生手続開始の決定がされたときは、行使することができな
い（759条7項）。

(注2) 事業譲渡及び営業譲渡（商法第１６条以下参照）についても、上記と同様
の規律を設ける。（会社法23条の2、改正商法18条の2）。

 中間試案から実質的な変
化はない。

 民法４２６条の期間制限に
倣ったものであったが、一
般的解釈も文言上明確に

した。

 倒産手続が開始された後
は、同①の権利行使は認
めず、流出資産の回収は
専ら管財人等による否認
権行使に委ねることとした
（分割会社の債権者間の

平等を図るため。）。
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２ 分割会社に知れていない
債権者の保護

【現行法】

 会社分割について異議を述べることができる分割会社の債権者
のうち「各別の催告をしなければならないもの」に限り、各別の催
告を受けなかった場合に、分割会社及び承継会社等の双方に対
して債務の履行を請求することができる（会社法７５９条２項等）。

⇒分割契約や分割計画上は請求できないとされている分割会社
や承継会社等に対しても、債務の履行を請求できる。

 会社法７８９条２項・３項等の文言上、会社分割について異議を述
べることができる不法行為債権者であって、分割会社に知れてい
ないものに対しては、各別の催告を要しないとされているようにも
読めるとの指摘。
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２ 分割会社に知れていない債権者の保護

官報公告のみの場合 電子公告等も行う場合

異議を
述べる
ことが
できる
分割会
社の債
権者

知れて
いる債
権者

不法行為債権者
以外

 各別の催告が必要
 催告なければ双方に対する

請求可

 各別の催告は不要
 一方に対する請求のみ

不法行為債権者
 各別の催告が必要
 催告なければ双方に対する

請求可

 各別の催告が必要
 催告なければ双方に対す

る請求可

知れて
いない
債権者

不法行為債権者
以外

 各別の催告が必要
 催告がなければ双方に対す

る請求可

 各別の催告は不要
 一方に対する請求のみ

不法行為債権者
 各別の催告が必要
 催告なければ双方に対する

請求可

 各別の催告が必要
 催告なければ双方に対す

る請求可

改正会社法759条2項・3項、764条2項・3項等
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＊従業員の意見等開示

中間試案第二部第六（後注）

株式会社が合併等の組織再編や事業譲渡をする場合に、従
業員から意見を聴取し、当該意見を株主の閲覧に供する手
続を設けることが望ましいとの指摘について、なお検討する。

 連合等を除き、ほとんどが反対意見。

 さまざまな利害関係者のうち、従業員についてのみその意見の開示手続きを設
ける根拠が十分でない。

 迅速な組織再編等の実現を阻害する。

⇒要綱では採用されなかった。

試案後の議論



第三部 その他

第１ 金融商品取引法上の規制に違反した者
による議決権行使の差止請求

第２ 株主名簿等の閲覧等の請求の拒絶事由

第３ その他
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第１ 金融商品取引法上の規制に違反した者

による議決権行使の差止請求
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金融商品取引法上の規制に違反し
た者による議決権行使の差止請求

【問題の所在】

 株式の取得、保有等に関する金融商品取引法上の規制に違反した者による株
主総会での議決権行使については、会社支配の公正さを確保する観点から、こ
れを認めないものとするための仕組みを設けるべきではないか？

【中間試案】

●差止事由

支配関係に大きな変動が生ずる場合における規制

 強制的公開買付規制（いわゆる3分の1ルール）

 全部買付義務

 強制的全部勧誘義務

＊規制違反の程度が重大である場合に限る。

＊差止請求があってはじめて違反者による議決権行使が認められなくなる（当然に
失うものではない）。

＊差止請求権者の範囲、株式会社にその効果が及ぶものとするための手続、差し
止められた場合の定足数の算定方法等については、なお検討。

金融商品取引法上の規制に違反した者に
よる議決権行使の差止請求 124



金融商品取引法上の規制に違反し
た者による議決権行使の差止請求
⇒改正会社法には規定なし

① 株主は、他の株主が次に掲げる規制に違反した場合において、その違反する事実が重大であるときは、
当該他の株主に対し、これにより取得した株式について議決権の行使をやめることを請求することができる
ものとする。

ア 公開買付けを強制する規制（金融商品取引法第２７条の２第１項）のうち株券等所有割合が３分の１

を超えることとなる株券等の買付け等に係るもの

イ 公開買付者に全部買付義務（応募株券等の全部について買付け等に係る受渡しその他の決済を行

う義務）を課す規制（同法第２７条の１３第４項）

ウ 公開買付者に強制的全部勧誘義務（買付け等をする株券等の発行者が発行する全ての株券等につ

いて買付け等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘を行う義務）を課す規制（同法第２７条の２第

５項、金融商品取引法施行令第８条第５項第３号参照）

② ①による請求は、①の事実が生じた日から１年以内に、その理由を明らかにしてしなければならないも
のとする。

③ 株主は、①による請求をするときは、併せて、株式会社に対してその旨及びその理由を通知しなければ
ならないものとする。

④ ①の他の株主は、①による請求を受けたときは、①の株式について議決権を行使することができないも
のとする。

⑤ ④にかかわらず、株式会社は、①の他の株主が③による通知の日から２週間以内の日を株主総会の
日とする株主総会において議決権を行使することを認めることができるものとする。

（注） 種類株主総会における議決権の行使についても、上記と同様の差止請求を認めるものとする。

金融商品取引法上の規制に違反した者に
よる議決権行使の差止請求 125



第２ 株主名簿等の閲覧等の請求の拒絶事由
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株主名簿等の閲覧等の請
求の拒絶事由

 会社法125条3項3号及び第２５２条３項３号に定め
る株主名簿・新株予約権原簿の閲覧等請求の拒絶
事由（「請求者が当該株式会社の業務と実質的に競
争関係にある事業を営み、又はこれに従事するもの
であるとき」）を削除。

株主名簿等の閲覧等の請求の拒絶事由 127

 実質的な競争関係にあるというのみで、閲覧等請求の拒絶を認める合
理的根拠がない（東京高決平成２０年6月１２日金判１２９５号１２頁参
照）。



第３ その他

１ 募集株式が譲渡制限株式である場合等の
総数引受契約

２ 監査役の監査の範囲に関する登記

３ いわゆる人的分割における準備金の計上

４ 発行可能株式総数に関する規律

５ 特別口座の移管
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１ 募集株式が譲渡制限株式で
ある場合等の総数引受契約

 募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合（第２０５条）で
あって、当該募集株式が譲渡制限株式であるときは、株式会社は、株主総会の特別決議（取締役
会設置会社にあっては、取締役会の決議）によって、当該契約の承認を受けなければならない。
ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。（改正会社法２０５条２項）

（注） 募集新株予約権を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合（第２４４条第１項）であ
って、当該募集新株予約権が譲渡制限新株予約権であるとき等についても、同様とする（改正会社法２４４条３項）。

募集株式が譲渡制限株式である場合等の
総数引受契約 129

 会社法２０４条２項の規律を総数引受契約の場合にも及ぼす趣旨。

会社法第２０４条第２項は、募集株式が譲渡制限株式である場合には、募集株式の割当てを受ける者及びその者に
割り当てる募集株式の数の決定は、株主総会（取締役会設置会社にあっては、取締役会）の決議によらなければなら
ないものとしている。これは、実質的には、譲渡制限株式の譲渡の承認の規律（当該承認をするか否かの決定をする
には、株主総会（取締役会設置会社にあっては、取締役会）の決議によらなければならないものとされている（同法第１
３９条第１項）。）を譲渡制限株式の募集に際しても及ぼそうとする趣旨に基づく規定である。

これに対して、会社法第２０５条は、募集株式を引き受けようとする者がいわゆる総数引受契約を締結する場合には、
募集株式の申込み及びその割当てについて定める同法第２０３条及び第２０４条の規定を適用しないものとしている。
このように、同法第２０５条の文言上は、同法第２０４条第２項の規定も適用しないものとされているが、上記の同項の
趣旨は、総数引受契約が締結される場合であっても、同様に当てはまると考えられる。したがって、総数引受契約が締
結される場合であっても、募集する譲渡制限株式の割当てに関する事項の決定について、事前の株主総会（取締役会
設置会社にあっては、取締役会）の決議を要するものとするのが相当であると考えられる。



２ 監査役の範囲に関する登記

 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社につ
いて、当該定款の定めを登記事項に追加するものとする（改正会社法911条３項17号）。

監査役の範囲に関する登記 130

 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社であるかどうかによっ
て、同法上の規律が異なる場合がある以上、登記上も明確にするのが相当であるため。

会社法第２条第９号は、「監査役設置会社」につき、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の
定款の定めがある株式会社は含まれないものとして定義している。他方で、同法第９１１条第３項第１７号は、
「監査役設置会社」であるときは、その旨及び監査役の氏名を登記事項としているところ、この場合における「監
査役設置会社」には、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を
含むとされており、登記上、同法第２条第９号の監査役設置会社と、監査役の監査の範囲を会計に関するもの
に限定する旨の定款の定めがある株式会社とは区別されていない。

しかし、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社であるかどうか、
すなわち、会社法第２条第９号の「監査役設置会社」に当たるかどうかによって、同法上の規律が異なる場合が
ある。例えば、同号の「監査役設置会社」が同法第８４７条第１項の訴えの提起の請求を受ける場合には、監査
役が当該株式会社を代表する（同法第３８６条第２項第１号）が、他方で、同法第２条第９号の「監査役設置会
社」に該当しない株式会社が当該請求を受ける場合には、代表取締役が当該株式会社を代表するものとされて
いる（同法第３４９条第４項）。

このように、会社法第２条第９号の「監査役設置会社」に該当するかどうかによって、同法上の規律が異なり得
る以上、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある場合には、その旨を登記
上も明確にするのが相当であると考えられることから、当該定款の定めを登記事項に追加するものとしている。



３ いわゆる人的分割における
準備金の計上

 吸収分割株式会社又は新設分割株式会社が吸収分割の効力が生ずる日又は新設分割設
立会社の成立の日に剰余金の配当（配当財産が吸収分割承継会社又は新設分割設立会
社の株式又は持分のみであるものに限る。）をする場合には、第４４５条第４項の規定によ
る準備金の計上は要しないものとする。（改正会社法７９２条、８１２条）

いわゆる人的分割における準備金の計上 131

 分配可能額の有無にかかわらず剰余金の配当が行われる人的分割において、準備金の計上を義務付ける
必要はないと考えられ、また、人的分割について、財源規制等の規定の適用を除外しながら、準備金の計上
のみを義務付ける理由もないと考えられるため。

会社法第７９２条第２号及び第８１２条第２号は、分割会社が、会社分割の効力発生日に当該会社分割の対価
として交付を受けた吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の株式又は持分のみを配当財産として剰余金の
配当をする、いわゆる人的分割について、同法第２編第５章第６節（同法第４６１条以下の財源規制等）等の規
定の適用を除外している。他方で、同法第７９２条第２号及び第８１２条第２号は、剰余金の配当に際しての準備
金の計上を義務付ける同法第４４５条第４項の規定の適用を除外していないため、人的分割においても、同項
の規定により準備金を計上することを要すると考えられる。

しかし、会社法第４４５条第４項が剰余金の配当に際して一定の金額の準備金を計上することを義務付けてい
る趣旨は、一定の金額の利益を留保させることによって他日の損失に備えさせることにあると考えられる。した
がって、分配可能額の有無にかかわらず剰余金の配当が行われる人的分割において、準備金の計上を義務付
ける必要はないと考えられる。また、人的分割について、上記のとおり財源規制等の規定の適用を除外しながら、
準備金の計上のみを義務付ける理由もないと考えられる。

そこで、分割会社が会社分割の対価として交付を受けた承継会社の株式又は持分のみを配当財産として剰余
金の配当をする人的分割に際して、会社法第４４５条第４項の規定による準備金の計上は要しないものとしてい
る。



４ 発行可能株式総数に関する
規律

 ① 株式の併合をする場合における発行可能株式総数についての規律を、次のとおり改めるものとする。

ア 株式会社が株式の併合をしようとするときに株主総会の決議によって定めなければならない事項（第１８０条第
２項）に、株式の併合がその効力を生ずる日（以下「効力発生日」という。）における発行可能株式総数を追加
する。（改正会社法１８０条２項４号）

イ アの発行可能株式総数は、効力発生日における発行済株式の総数の４倍を超えることができないものとする。
ただし、株式会社が公開会社でない場合は、この限りでないものとする。（改正会社法１８０条３項）

ウ 株式の併合をする株式会社は、効力発生日に、アによる定めに従い、発行可能株式総数に係る定款の変更を
したものとみなす。（改正会社法１８２条２項）

 ② 公開会社でない株式会社が定款を変更して公開会社となる場合には、当該定款の変更後の発行可能株式総数
は、当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数の４倍を超えることができないものとする（改正
会社法１１３条３項）。

 ③ 新設合併等における設立株式会社（第８１４条第１項）の設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の４分
の１を下ることができないものとする。ただし、設立株式会社が公開会社でない場合は、この限りでないものとする（
改正会社法８１４条１項）。
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 上記の株式併合の場合、設立株式会社の設立の場合及び公開会社でない株式会社が公開会社となる場合のいず
れについても、いわゆる４倍規制の趣旨は当てはまると考えられるため、これらの場合についても、いわゆる４倍規制
を及ぼすものとしている。



５ 特別口座の移管

 ① 特別口座に記載又は記録がされた振替株式について、当該振替株式の発行者は、一括して、
当該特別口座を開設した振替機関等以外の振替機関等に当該特別口座の加入者のために開設
された当該振替株式の振替を行うための口座（以下「移管先特別口座」という。）を振替先口座とす
る振替の申請をすることができる。（改正振替法１３３条の２等）

 ② ①の申請をした発行者は、特別口座の加入者に対し、移管先特別口座を開設した振替機関等
の氏名又は名称及び住所を通知しなければならないものとする。

（注１） 上記のほか、移管先特別口座に係る事項等について、所要の規定を整備するものとする。

（注２） 振替社債、振替新株予約権及び振替新株予約権付社債についても、同様の規律を設けるもの
とする。

※中間試案後の部会において新たに提案された。
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 実務において、会社が株主名簿管理人を変更する場合や、組織再編後に株主名簿管理人を統一する場合において、
特別口座の口座管理機関についても変更や統一が可能であるのか明らかでないという懸念が示されていた。

 特別口座は、振替口座を有していない株主等のために発行会社の申出によって特別に開設される口座であり、その
ような特別口座の加入者は、特別口座がどの振替機関等において開設されるかについて特段の利害関係を有してい
ないと考えられるため、特別口座の加入者の権利が害されるおそれは小さいと考えられ、また、特別口座の制度趣旨
からしても合理的であると考えられるため、これが可能であるとすることを明確化することとされた。
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