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○森本  それでは，時間が参りましたので，大証金融商品取引法研究会を始めさせてい

ただきます。 

  前回と今回の二回に分けて，「会社法制の見直しに関する中間試案について」という

テーマで研究会を持たせていただきます。本日は伊藤先生から，そのうち会社の親子関

係の部分についてご報告いただきます。伊藤先生，よろしくお願いします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

【報  告】 

会社法制の見直しに関する中間試案について 

親子会社関係 

 

同志社大学法学部教授  

   伊 藤 靖 史  

 

 きょうは，会社法制の見直しに関する中間試案について，同試案の第２部，親子会社に

関する規律を中心に報告します。 

レジュメの冒頭には，法制審議会会社法制部会の審議スケジュール等を記してあります。

同部会では，２０１１年１２月１４日から２０１２年１月３１日をパブリック・コメント

期間として，中間試案について意見を募集していたところです。パブリック・コメントを

受けた審議の再開が２０１２年２月２２日であり，きょうの報告では同日の審議資料の内

容も織り込みます。きょうのレジュメもこれを反映したものになっています。ただ，私自

身は同日の部会を欠席していまして，同日の実際の審議等については，あるいは前田先生

から補充をしていただく必要が出てくるかもしれません。 

 

Ⅰ．親子会社に関する規律の見直しの背景 

 我が国では，平成９年以降，組織再編についての規律の整備・充実が進んできたところ

です。平成９年商法改正では，合併手続の簡素化・合理化がなされ，簡易合併制度が導入

されました。平成１１年商法改正では，株式交換・株式移転制度が導入され，平成１２年

商法改正では，会社分割制度が導入されています。平成１７年の会社法制定の際には，組
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織再編対価の柔軟化，株式買取請求制度の改正，簡易組織再編の要件の緩和，そして略式

組織再編制度の導入がなされました。また，このような規律の整備とも関連して重要なの

が，平成９年に独占禁止法が改正され，純粋持株会社が解禁されたことです。 

このような規律の整備・充実もあって，我が国の大企業では，企業グループを用いた事

業運営（多角化，グローバル化，グループ化）が進展してきているところです。ところが，

このような進展に伴って必要になるはずの，企業結合が形成された後，つまり親子会社に

ついての会社法上の規律は，整備が進んでいないのではないかという認識が，少なくとも

一部では持たれてきました。このことが，今回の親子会社に関する規律の見直しの背景に

なっています。親子会社についての会社法の規律の整備の必要性は，平成９年の独占禁止

法改正や平成１７年の会社法制定の際に，国会の附帯決議でも言われているところです。 

 以上のような進展とも関連して，親子会社に関する規律が議論される際の力点も変わっ

てきています。以前は，親子会社に関する規律といえば，子会社少数株主，債権者の保護

というものが主に論じられていたわけですが，平成９年以降は，グループ全体のガバナン

スや親会社株主の保護ということが盛んに論じられます。もっとも，近年示されている問

題関心のうちでも，子会社上場の問題というものは，子会社少数株主の保護の問題にほか

なりません。こういった問題関心のあり方は，例えば，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」の中でも示されているところです。 

 なお，会社法制部会の審議では，このような親子会社に関する規律を会社法に設けるこ

とを 初から前提とした議論が行われていたわけではありません。むしろ，そもそも現状

で親会社の株主や子会社の少数株主・債権者が何か不利益を被っているという状況がどれ

ほど存在するのかということが常に議論の的になりまして，何らかの規制を新たに設ける

という提案については，とりわけ経済団体や経済産業省からの部会メンバーから，そのよ

うな規制を設けることについて立法事実が存在するのかという疑問が常に提示されるとい

う状況です。そういったことを反映して，特に異論の多かった問題について，中間試案は，

新たな規律を設ける案と設けない案の両論併記という形をとることが多くなっています。

もっとも，両論併記という形になっている部分とそうでない部分が，完全に部会での審議

の状況を反映しているものかどうか，両論併記になっていない部分については部会での異

論がほとんどなかったと言えるのかどうかということについては，それ自体，議論の余地

のあるところです。 
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 それから，今回の親子会社に関する規律の見直しの背景と言えるかと思われるものを，

もう一つレジュメには記してあります。それは，現行会社法が施行された後で表面化して

きたとも言える問題でして，具体的には，キャッシュ・アウトと組織再編の差止めに関す

るものです。後でも述べますが，キャッシュ・アウトの手法として現状で用いられている

のは，もともとは別の目的を持って会社法に定められた全部取得条項付種類株式であり，

そのことが問題を生じさせています。また，組織再編の差止めの必要性自体は会社法制定

前から認識されていたところですが，会社法が制定される際には略式組織再編の差止めだ

けが定められて，その他の場合の差止めの可否や要件は依然として解釈論に委ねられてい

ます。 

 

Ⅱ．親会社株主の保護 

１．多重代表訴訟 

（１）制度創設の可否 

 中間試案は，株式会社の親会社の株主が当該株式会社の取締役等の責任を追及する訴え

（多重代表訴訟）を提起することを認める制度を創設するものとする【Ａ案】と，創設し

ないものとする【Ｂ案】を併記しています。 

【Ａ案】のような多重代表訴訟制度を創設する理由として言われるのは，親会社取締役

等と子会社取締役等との間の人的関係により，親会社が子会社取締役等の責任追及を懈怠

するおそれが類型的・構造的に存在するということです。その結果，子会社の損害が填補

されず，ひいては親会社の損害も填補されない，また，子会社取締役等の任務懈怠を十分

に抑止できないと言われます。 

これに対しては，親会社株主は，子会社の管理・監視を怠ったことについての親会社取

締役等の責任を追及すればよいという指摘もあります。こういった反対論については，さ

らに，親会社株主が子会社の管理・監視に関する親会社取締役等の責任内容を明らかにし

て，損害や因果関係とあわせて立証することは，子会社取締役等の責任を追及する場合よ

りも困難であるといった再反論がなされることもあります。 

 

（２）制度の内容 

 【Ａ案】による多重代表訴訟制度は，現行の株主代表訴訟の原告適格を，当該株式会社

の「 終完全親会社」の株主にも認めるものです。同制度の適用範囲についての基本的な
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限定として，まず，「完全」親子会社関係がある場合に限るものとされます。なぜなら，

子会社に少数株主がいれば，そちらに期待できるからです。また，多重代表訴訟を提起で

きるのは，「 終」完全親会社の株主に限るものとされます。つまり，完全親子会社関係

が多層的に存在する場合には，その 上位の株式会社の株主にだけ原告適格が認められま

す。請求の原因である事実によって親会社に損害が生じていない場合，言い換えれば，親

会社が子会社から利益を得た場合や，子会社間での利益移転の場合には，多重代表訴訟は

認められないものとされます。 

 原告適格に関するその他の点として，中間試案では，公開会社については６カ月の継続

保有要件を課すものとされます。また，総株主の議決権の１００分の１以上の保有を要件

とする少数株主権とするかということと，会社法８４７条１項但書の場合に加えて，多重

代表訴訟が子会社の株主の共同の利益とならないことが明らかであると認められる場合に

提訴請求できないものとするかということについては，なお検討するものとされます。さ

らに，２月２２日の部会の審議資料では，パブリック・コメントを受けまして，多重代表

訴訟が親会社に損害を加えることを目的とする場合に提訴請求できないものとするかとい

うことも検討するものとされます。 

 被告適格に関連する点としましては，中間試案では，重要な子会社，すなわち親会社が

有する子会社の株式の帳簿価額が親会社の総資産額の５分の１を超えるものの取締役等の

責任に限って，多重代表訴訟の対象にするものとされます。多重代表訴訟制度については，

部会の審議の早い時期から，実質的には親会社の使用人と同程度の重要性しか有しない者

についてまで株主による責任追及を認めることになるという批判がなされていました。こ

れも考慮して，中間試案は，子会社の重要性という観点からの限定を付しています。 

また，子会社の取締役等の責任の原因である事実が生じた日において，重要な子会社で

あるだけでなく，完全子会社であることをも要するかどうかについては，なお検討するも

のとされます。さらに，２月２２日の部会の審議資料では，こういった計算をする際の間

接保有分の株式の取扱いについては，中間子会社における帳簿価額を足し合わせるという

方式が示されており，上記の割合を５分の１よりも大きくするかということもなお検討す

るものとされます。 

 以上のほか，多重代表訴訟制度を創設する場合に整備すべき規律として，責任免除の制

限や，訴訟告知，訴訟参加，不提訴理由通知等の規律が指摘されます。また，２月２２日

の部会の審議資料では， 終完全親会社による多重代表訴訟への参加についても検討する
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ものとされます。 

 

（３）その他 

 中間試案は，【Ｂ案】のように多重代表訴訟制度を創設しないとする場合にも，親会社

株主の保護のための規律の見直しをなお検討するものとしています。具体的には，取締役

会の職務に「子会社取締役の職務の執行の監督」を追加すること，子会社の取締役等の責

任の原因である事実によって親会社に損害が生じた場合において，子会社取締役の責任を

追及するための必要な措置をとらないときは，親会社取締役の任務懈怠を推定すること，

また，親会社株主による情報収集手段を拡充することが考えられます。２月２２日の部会

の資料では，このうち 初の点について，「取締役会は，株式会社の子会社について，当

該株式会社及びその子会社から成る企業集団における重要性，株式の所有の態様その他の

事情に応じて，その業務を監督しなければならない」旨の明文規定を設けることが考えら

れるものとされます。これは，企業集団内における子会社の位置付け等に応じた一定の裁

量が親会社の取締役会に認められることを明らかにする文言です。 

 このように，【Ｂ案】を採用するとしても，親会社株主保護のための規律の見直しを検

討しようという部分は，部会の審議の過程で追加されたものです。これは，単純に【Ｂ

案】だけを挙げて，親会社株主保護のための規律強化のための選択肢が多重代表訴訟か否

かという二者択一になることは望ましくないという指摘を受けたものです。 

 なお，多重代表訴訟に関連してもう一つ，会社法８５１条のルールを，株主代表訴訟提

起前に株式交換等が行われた場合に拡張する方向で検討をするものとされています。 

 

２．親会社による子会社の株式等の譲渡 

 中間試案は，株式会社は，その子会社の株式の全部または一部の譲渡をする場合に，株

主総会の特別決議によって，当該譲渡に係る契約の承認を受けなければならないものとし

ます。 

このような提案の理由は，子会社株式の譲渡の親会社にとっての影響は，親会社自身の

事業譲渡と異ならないというところにあります。これに対しては，企業集団による経営の

メリットを損なうおそれがあるという批判もあります。なお，子会社株式の譲渡が親会社

のレベルで何らかの意思決定を要するものかという点について，現行会社法に明文の規定

はありません。解釈論として，そのような行為も会社法４６７条１項１号，２号に含まれ
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るという考え方はないではありません。 

 中間試案が提案するこのような規制の範囲は，当該譲渡によって譲り渡す子会社株式の

帳簿価額が，親会社の総資産額の５分の１を超える場合に限られます。また，子会社株式

譲渡の効力発生日において，なお子会社の株式の総株主の議決権の過半数を有する場合は，

規制の対象からは除くものとされます。 

 以上のような規制を設ける場合には，子会社が株式会社以外の会社等である場合にも同

様の規律を設けるものとされます。株式買取請求制度や略式手続については，事業譲渡と

同様の規律を設けるものとされます。 

 より一般的に，子会社に関する意思決定，例えば子会社の組織再編等への親会社株主の

関与についても部会で議論はされましたが，子会社における意思決定の迅速性を害すると

いった理由から，中間試案での提案はされていません。 

 

Ⅲ．子会社少数株主の保護 

１．親会社等の責任 

（１）明文規定を設けることの可否 

 中間試案は，親子会社間の利益相反取引によって子会社が不利益を受けた場合の親会社

の責任に関する明文規定について，これを創設するものとする【Ａ案】と，創設しないも

のとする【Ｂ案】を併記しています。 

【Ａ案】のような明文規定を設ける理由として言われるものは，親会社が子会社の株主

総会における議決権を背景とした影響力により，子会社の利益を犠牲にして自己の利益を

図るおそれがあるということです。特に，親子会社間の利益相反取引は，定型的に子会社

に不利益を及ぼすおそれがあり，子会社に対する合理的な投資インセンティブを確保する

ためにも，【Ａ案】のような明文規定を設ける必要があると言われます。これに対しては，

そういった事態には現行法でも対処が可能である，つまり，子会社取締役の責任追及や親

会社の責任追及を可能にする解釈論によればよい，という批判もあります。 

 

（２）明文規定の内容 

 【Ａ案】による明文規定によれば，親子会社間の利益相反取引により，当該取引がなか

ったと仮定した場合と比較して子会社が不利益を受けた場合には，親会社は，子会社に対

して不利益相当額を支払う義務を負うものとされます。ここで「損害」ではなく「不利

 - 7 -



益」という語が用いられているのは，得べかりし利益を含まない積極損害だけを含むとい

う趣旨とされます。 

 中間試案自体には，明文規定の適用対象となる取引について具体的には記されていませ

ん。２月２２日の部会の審議資料によれば，次のものを適用対象とすることが考えられて

います。 

ア）親会社等が自己または第三者のために株式会社とする取引 

イ）株式会社が親会社等の債務を保証することその他親会社等以外の者との間におい

て株式会社と親会社等との利益が相反する取引 

兄弟会社間の取引で一方にとって有利なものは，このうち，イ）に含めて考えるのだろ

うと思います。 

 親会社が責任を負う基準は，個別の取引ベースの独立当事者間取引基準ではなく，他の

取引の条件等も考慮する「なかりせば基準」と言われるものです。中間試案が独立当事者

間取引基準を採用しない理由は，同基準の形式的で厳格な適用が経済効率性を害するおそ

れがあることです。もっとも，ここで「なかりせば基準」を採用するとしても，その他の

部分の現行法での解釈論には影響しないものとされます。 

この基準によれば，子会社の不利益の有無や程度は，当該取引の条件以外に，一切の事

情を考慮して判断するものとされます。２月２２日の部会の審議資料によれば，不利益に

関する考慮要素として，次のものを掲げることが考えられています。 

ア）株式会社による当該取引の条件に関する検討及び交渉の態様 

イ）株式会社と親会社等の間における当該取引以外の取引の条件 

ウ）株式会社が親会社及びその子会社から成る企業集団に属することによって享受す

る利益 

エ）その他一切の事情 

また，もともとこの基準では，親会社等の主観的事情に基づいて親会社の免責を認める

ことを想定していませんでした。しかし，パブリック・コメントでは，親会社等の主観的

要件を残すべきだというものもありましたので，２月２２日の部会の審議資料では，親会

社等が善意でかつ過失がないときに免責を認めるかを検討するものとされます。 

 中間試案はまた，明文規定を設ける場合，親会社の義務は，子会社株主が提起する株主

代表訴訟の対象とし，親会社の義務免除の制限を設けるものとしています。さらに，明文

規定を設ける場合には，親会社だけでなく，定型的に親会社と同等の影響力を有し得る自
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然人についても，同様の規律を置くものとされます。 

 

（３）その他 

 中間試案では，【Ｂ案】としては，ただ明文規定を設けないということが記されている

だけでした。これについて，２月２２日の部会の審議資料では，たとえ明文規定を設けな

いとしても，子会社取締役の責任や親会社の不法行為責任というものが必ずしも十分に機

能するとは限らないため，親会社等の不法行為責任の追及に関する規律の見直しの必要性

について検討するものとされます。具体的には，次のことが考えられます。 

ア）親会社等との利益相反取引に関し，取締役の任務懈怠によって子会社に損害が生

じた場合は，親会社等が故意または過失によって当該任務懈怠をさせたものと推

定する 

イ）親会社等との利益相反取引に関する親会社等の不法行為に基づく損害賠償責任を

代表訴訟の対象とする 

 なお，部会では，セル・アウトについても議論されましたが，中間試案で提案はされて

いません。セル・アウトの要件としては，例えば，株式会社に新たな支配株主が現れたこ

とを要件とすることや，議決権の１０分の９以上を保有するような大多数保有支配株主が

存在することを要件とすることが考えられます。しかし，前者を要件とする場合には，企

業結合の形成の際の費用が増大するという懸念が示されたこと，後者を要件とする場合に

は，そのような制度が何を目的とするものかが明確ではないといったことから，中間試案

での提案が見送られています。 

 

２．情報開示の充実 

 中間試案は，子会社少数株主を保護するため，個別注記表または附属明細書に表示され

た株式会社とその親会社等との間の取引について，監査報告等による情報開示に関する規

定の充実を図るものとしています。２月２２日の部会の審議資料では，より具体的に，子

会社の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，例えば， 

ア）子会社の利益を害さないように留意した事項，また，当該事項がない場合にあっ

てはその旨 

イ）当該取引が子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 
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を事業報告の内容とすること，及びこれらの事項についての意見を監査役（会）または監

査委員会の監査報告の内容にすることが示されます。 

 

Ⅳ．キャッシュ・アウト 

１．特別支配株主による株式売渡請求等 

（１）制度創設の理由 

 中間試案は，株式会社（対象会社）の特別支配株主は，対象会社のすべての株主に対し，

その有する株式の全部を特別支配株主に売り渡すことを請求することができるものとしま

す。このような制度を創設する理由は，次のように説明されます。すなわち，現行会社法

上許容されるキャッシュ・アウト手法のうちで，税制上の理由から実際に用いられている

のは，全部取得条項付種類株式です。しかし，この場合には総会決議の省略ができず，時

間的・手続的なコストがかかること，また，公開買付けが先行することによって強圧性の

問題があることが指摘されます。そこで，中間試案は，一方で時間的・手続的なコストを

低減し，他方で対価の適正さを確保する仕組みを備えた新しい制度の創設を提案していま

す。もっとも，中間試案は，既存のキャッシュ・アウト手法の変更を意図するものではあ

りません。 

 なお，この提案は両論併記という形をとっていませんが，これについて部会で異論がな

かったというわけではありません。そもそもこのような制度を設ける必要があるのか，あ

るいは制度を設けるとして，中間試案よりも適用対象となる会社や適用の場面を限定すべ

きではないかといった議論も行われています。 

 

（２）制度の内容 

 新たなキャッシュ・アウトの制度は，基本的に，特別支配株主，すなわちある株式会社

の総株主の議決権の１０分の９以上を有する者が，そのような株式会社（これが対象会社

と呼ばれます）の全株主に対して，保有株式全部の売渡請求を行うというものです。つま

り，法形式上は株主間で株式の売買が行われるのであって，会社の組織再編ではありませ

ん。また，売渡請求をできる株主の属性は会社に限られません。なお，新株予約権者にも，

新株予約権全部の売渡請求をあわせてできるものとされます。 

 同制度による売渡請求の手続は，レジュメの図にもまとめてあるところです。 

①売渡請求は，ア）売渡株主に対して交付する金銭の額またはその算定方法，イ）上記
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ア）の金銭の割当てに関する事項，ウ）売渡株式の取得日を明らかにしてしなければ

ならない。 

②特別支配株主は，対象会社に対して，株式売渡請求をする旨と上記ア）～ウ）の事項

を通知し，株式売渡請求をすることについて対象会社の承認を受けなければならない。 

③承認をする機関は，取締役会設置会社では取締役会，それ以外の会社では取締役。 

④対象会社は，株式売渡請求の承認後，取得日の２０日前までに，売渡株主に対して，

承認をした旨と特別支配株主の氏名・住所並びに上記ア）～ウ）の事項を通知しなけ

ればならない。対象会社が公開会社の場合は，この通知は公告をもってこれに代える

ことができる。 

⑤対象会社がこの通知または公告をした場合，特別支配株主は，売渡株主に対して，株

式売渡請求をしたものとみなされる。 

⑥対象会社において，事前の開示が行われる。 

⑦特別支配株主は，上記ウ）の取得日に，売渡株式の全部を取得する。 

⑧対象会社において，事後の開示が行われる。 

 以上のことから，この制度は，法形式上は株主間における株式の売買という形をとりつ

つも，対象会社が大幅に関与し，売渡請求の効力発生について会社法で画一的に定めると

いうところに特徴があることがわかります。そのような仕組みがとられる理由は，中間試

案によれば，次のように説明されます。 

まず，対象会社の承認を要求することで，売渡株主の利益に配慮した一定の制約を課す

ことになります。また，対象会社が情報開示について一定の役割を果たすことで，キャッ

シュ・アウト条件の周知を徹底し，売渡株主の救済方法の実効性を確保するものとされま

す。そして，この仕組みは，時間的・手続的コストを削減し，法律関係の画一的処理に資

するものと言われます。 

 ただ，こういった仕組みについては，なお検討を要すると思われる点もあります。まず，

対象会社の取締役会に承認義務はあるかといえば，これはないだろうと思われます。むし

ろ，売渡株主の利益とならない売渡請求は，承認してはならないということになるのだろ

うと思われます。しかし，売渡請求を行うのは特別支配株主であり，対象会社の取締役を

選べる立場にあるため，対象会社の取締役については利益相反が問題になるわけです。 

 

（３）売渡株主の救済方法 
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 中間試案の補足説明によれば，売渡株主の救済方法として，３つのものが用意されます。 

第１が，全部取得条項付種類株式の取得の場合の取得価格決定申立制度（会社法１７２

条）に準じた取得価格決定申立制度です。価格決定の申立期間は，取得日の２０日前の日

から取得日の前日までとされますが，取得日後も申立てを認めるかをなお検討するものと

されます。また，後で述べる株式買取請求権の場合と同様に，価格決定前の支払制度を設

けるものとされます。 

 第２が差止めです。差止事由としては，次の３つを定めるものとされます。 

ア）株式売渡請求の法令違反 

イ）対象会社の通知・公告義務違反，事前の開示手続違反 

ウ）対価の定めが著しく不当である 

これは，略式組織再編の差止め（会社法８３１条）に準じつつ，本制度の構造に即して

アレンジをした差止事由と言えます。 

 第３が，会社の組織に関する行為の無効の訴えに準じた，売渡株式の取得の無効の訴え

です。この訴えの被告は特別支配株主，提訴権者は売渡株主，対象会社の取締役，及び取

得日において対象会社の取締役であった者とされます。判決には将来効と対世効が認めら

れます。 

 

２．全部取得条項付種類株式の取得に関する規律 

 全部取得条項付種類株式は，現行法上許容されるキャッシュ・アウト手法のうちで実際

に用いられているものですが，これについてはさまざまな問題点も指摘されてきています。

そこで，中間試案は，情報開示の充実と，取得価格の決定の申立に関する規律の見直しを

提案します。後者は，具体的には，取得日の２０日前までに株主への通知・公告を要求す

るものとし，また，価格決定の申立期間を，吸収型組織再編の株式買取請求手続（会社法

７８５条３項～５項等）を参考に，取得日の２０日前の日から取得日の前日までとするも

のです。また，価格決定申立てをした株主に対しては，株主総会決議で定められた取得対

価は交付されない旨の明文の規定を設けるものとされます。 

 

３．その他 

 中間試案は，キャッシュ・アウトに関連するその他の点として，株主総会決議の取消し

の訴えの原告適格についての手当てを行うものとします。なお，キャッシュ・アウトのた

 - 12 -



めの決議要件の加重についても部会で議論されましたが，一部の少数株主の反対によって

キャッシュ・アウトが阻止されるのは合理的ではないといった理由から，中間試案での提

案はされていません。 

 

Ⅴ．組織再編における株式買取請求等 

１．買取口座の創設 

 中間試案は，振替株式を発行している会社は，組織再編に係る契約の締結または計画の

作成後遅滞なく，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）の開設の申し出をしなければならないものとします。 

 このような制度の創設が提案されるのは，現行法上も株式買取請求の撤回は制限されて

いますが（会社法７８５条６項等），株式の市場売却は可能であることから，撤回制限の

実効性を確保する必要があるという理由によります。 

 制度の具体的な内容は，レジュメの図にもまとめてあるところです。 

①株式買取請求をしようとする株式が振替株式である場合，反対株主は，買取請求を行

うためには，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ものとさ

れる。 

②買取りの効力が生じるまでは，会社は，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。 

③株式買取請求の撤回を会社が承諾したときは，直ちに，反対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。 

④その他の技術的規定の整備を行う。 

 以上と同様の規律は，種類株式に係る定款変更等や事業譲渡等の場合にも設けるものと

されます。また，新株予約権買取請求についても同様の規律を設けるものとされます。 

 

２．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 

 中間試案は，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創設を提案しま

す。すなわち，組織再編において株式買取請求があった場合には，会社は，反対株主に対

し，株式の価格の決定がされる前に会社が公正な価格と認める額を支払うことができるも

のとされます。これは，法定利率による利息が付くことが株式買取請求の濫用の原因にな

っているという指摘がなされることから，会社の利息の負担を軽減し，株式買取請求の濫
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用を防止するために提案されるものです。会社が価格決定前の支払いをすれば，支払った

額について，会社は支払い後の利息を支払う義務を負わないものとされます。 

 以上と同様の規律は，種類株式に係る定款変更等や事業譲渡等の場合にも設けるものと

されます。また，新株予約権買取請求についても同様の規律を設けるものとされます。こ

のほか，反対株主が株式買取請求後に剰余金配当受領権を有しないものとするかは，なお

検討するものとされています。 

 

３．簡易組織再編等における株式買取請求 

 中間試案は，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（会社法７９６

条３項），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（会社法４６８条２

項）については，反対株主は株式買取請求権を有しないものとすることを提案します。こ

のような場合には，反対株主に株式買取請求権を与える必要は乏しいと考えられるからで

す。 

 

４．組織再編条件の公告後に株式を取得した反対株主 

 以上のほか，組織再編条件の公告後に株式を取得した反対株主が株式買取請求権を有し

ないものとするかどうかについては，なお検討するものとされます。これについては，組

織再編の具体的な条件を知りつつあえて株式を取得した者に買取請求権は不要であるとい

う考え方があります。他方で，適正でない組織再編が行われようとしている場合に，株式

を購入して株主総会で反対し，株式買取請求権を行使することは不当ではないとの反論も

なされるところです。 

 

Ⅵ．組織再編等の差止請求 

（１）明文規定を設けることの可否 

 中間試案は，株主が略式組織再編以外の組織再編についても差止請求ができる旨の明文

規定について，これを設けるものとする【Ａ案】と，設けないものとする【Ｂ案】を併記

しています。 

【Ａ案】のような明文規定を設ける理由として言われるのは，現行法上，略式組織再編

以外の組織再編については差止めの可否が不明確であるところ，そのような場合にも，無

効の訴えだけでなく，事前の救済手段が必要であるということです。現行法を前提として
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組織再編の差止めを一般的に認めるための構成として，例えば，組織再編を承認する株主

総会決議の瑕疵を争う訴えを本案訴訟とする仮の地位を定める仮処分（民事保全法２３条

２項）といったものがあり得ますが，差止めの要件等について会社法の中にきちんと定め

ようという趣旨です。これに対しては，明文規定を設ければ組織再編を委縮させるし，差

止請求の濫用のおそれがあるとの批判もあります。 

 

（２）明文規定の内容 

【Ａ案】による明文規定によれば，当該組織再編が法令または定款に違反する場合であ

って，消滅会社等の株主が不利益を受けるおそれがあるときに，組織再編の差止めを認め

るものとされます。このような要件のもとでは，単なる対価の不当性は差止事由になりま

せん。ここでいう法令違反には，善管注意義務違反・忠実義務違反を含まないものとされ

ます。また，「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，又はされるおそれがある場合であって，株

主が不利益を受けるおそれがあるとき」を差止事由にするかは，なお検討するものとされ

ます。 

いずれにしても，このような差止事由の定め方は，略式組織再編以外の組織再編の差止

めを認めるための既存の解釈論には影響しません。また，このような明文規定を設けるの

であれば，全部取得条項付種類株式の取得，株式併合，事業譲渡等についても同様の規律

を置くものとされます。 

 

Ⅶ．会社分割等における債権者の保護 

１．詐害的な会社分割における債権者の保護 

 中間試案は，分割会社が承継会社等に承継されない債務の債権者（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します。会社法の

施行以後，会社分割が濫用的に用いられることが増えたということは，しばしば指摘され

ています。これに対して，現在は，詐害行為取消権等で対処が行われています。しかし，

会社法でもそのような事態に対処する規定を設ける必要があると考えられ，中間試案のよ

うな提案がされています。 

これに対しては，そのような規制を設けるとしても，詐害的な会社分割の際の残存債権
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者の保護に必要な範囲にとどめるべきであるし，残存債権者以外の債権者の利益に配慮す

べきだという指摘がされます。こういった考慮から，中間試案が提案するものは，承継財

産の価額を限度とする承継会社等への直接請求という形の制度になっています。また，吸

収分割の場合，承継会社が吸収分割の効力発生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，直接請求は否定されます。 

 残存債権者を「害する」かどうかは，詐害行為取消権の場合と同様に考えるものとされ

ます。権利行使期間は，残存債権者が詐害的な会社分割を知ったときから２年以内，また

は会社分割の効力発生時から２０年以内であり，いずれも除斥期間とされます。人的分割

については，そのような請求は認められません。その場合，残存債権者は会社分割に異議

を述べることができるからです（会社７８９条１項２号等）。以上と同様の規律は，事業

譲渡についても設けるものとされます。 

 

２．不法行為債権者の保護 

 中間試案は，会社分割について異議を述べることができる債権者のうち，不法行為によ

って生じた分割会社の債務の債権者であって，分割会社に知れていないものの保護につい

て見直しをするものとします。これは，現行会社法の規定（会社法７５９条２項・７８９

条２項等）の文言の問題点として既に指摘されていることを立法で解決しようとするもの

です。 

 

３．その他 

 株式会社が組織再編や事業譲渡をする場合に，従業員の意見等を開示するものとするか

どうかについては，なお検討するものとされています。 

 報告は以上です。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

【討  論】 

○森本  どうもありがとうございました。レジュメに従ってご報告いただきましたので，

議論もできればこれに従ってしていただければと思います。まず 初に，冒頭おっしゃ

いましたように，前田さんのほうから特に付け加えることがあれば，よろしくお願いい
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たします。特にございませんか。それでは，まず，多重代表訴訟が問題になったと思い

ますが，そこら辺からご議論いただければと思います。 

 

１ 多重代表訴訟 

○龍田  会社の利益を損なうような代表訴訟は認めないという規定は、たしか会社法を

制定するときの法案には入っていて，国会の審議で削られたと思うのですが，同じよう

なことをまた蒸し返して入れようというのは，今回，何か特殊な必要というか事情があ

るのでしょうか。 

○伊藤  特殊な事情があるということではなく，これは特に多重代表訴訟に対して抵抗

の強いほうから主張されているところです。多重代表訴訟というものは通常の代表訴訟

よりも慎重な範囲で認めればよいのではないかという主張があったことから，このよう

なことをまずは提案として中間試案には盛り込んでおこうということであったかと記憶

しています。 

○河本  多重代表訴訟に限らず，現在のところ，その他も入れようということですか。 

○伊藤  いえ，これは多重代表訴訟のみだったかと記憶しています。 

○河本  全然理屈が立ちませんね。 

○伊藤  これにも，部会のメンバー全員が全くこれでよいと考えている種類の提案では

ないのですね。だからこそ，なお検討するということになっているわけですけれど。 

○河本  そうでしょうね。 

○前田  私も，提訴請求権が濫用に当たるかどうかというのは，別に通常の代表訴訟で

も，多重代表訴訟でも変わらないと私も考えていました。確かに，多重代表訴訟は株式

の保有が直接的ではなくて間接的にはなりますけれども，何が濫用に当たるかという場

面では差はないと思っています。ただ，経済界としては何とかして多重代表訴訟の使え

る範囲を狭くしたいという考慮から，いろんな限定をかけたいと考えているというとこ

ろだと思います。 

○近藤  濫用的な代表訴訟について，この文言では，子会社の株主の共同の利益になる

かどうかという立て方で提案されていますが，これに対して、Ａ案では要するに多重代

表訴訟を提起できるのは，親会社に損害が生じている場合に限定するというふうに言っ

ているので，この制度の焦点が子会社の株主の利益にあるのか，親会社の利益にあるの

かがちょっとずれてしまっているような感じがします。つまり，子会社の損害を填補す
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る，子会社の利益を守るというのであれば，親会社の損害という要件はここでは必ずし

も当然には出てこないような気がするのです。それはやはり代表訴訟をそう広げたくな

いという発想でこういう要件が出たのでしょうか。それとも，やはり制度として親会社

の損害が生じているという要件は絶対必要だという発想だったのでしょうか。 

○伊藤  この要件とは別に，そもそも親会社に損害が生じていないのに多重代表訴訟を

認める必要はないということは，割とはっきりと述べられていまして，まずそういう発

想がございます。ただ，そもそもこれ，中間試案の提案としては，完全親会社のみが多

重代表訴訟制度にのってくるものでして，子会社の株主というのは，１段階だけの場合

は親会社だけなのですね。そのあたりからしても，ちょっとこの部分の提案は割と理解

の難しいところではあるのですけれども。 

○河本  具体的に考えてみたいと思いますが、例えば，数年前に、東京，大阪，神戸に

わたって７社ぐらい相手に，例の橋梁談合の独禁法違反に基づく課徴金を課された会社

に対し代表訴訟が一斉に起こりましたね。その中で起こらなかったのは，ホールディン

グスの下にぶら下がっている会社だけでした。大体，代表訴訟の大部分は株主が起こす

のではなくて，担当弁護士が起こすのですから、なぜあの会社を訴えないのかと聞いた

ら，「あれははなはだ面倒だからやらない」というのですね。つまり，今の仕組みでは

非常に立証が困難ですから，あれはやらんのだと，こう言うのです。そこだけすぽっと

抜けてるわけです。これはおかしいですね。 

一体，子に生じた損害が親の損害かというと，今の例で言えばどうなるのですか。子

会社が課徴金等々を何億円も払ったというのは，親の損害になるのですか。 

○伊藤  まさにそのことからも，完全親子会社関係がある場合に限られているのだと

思います。その場合には，子会社に生じた損害は，その子会社の価値を下げることによ

って，親会社が有している株式の価値の低下にそのままはね返りますので，まさに親会

社の損害と言いやすいであろうと。そういうことから，まず，完全親子会社関係がある

場合に限りましょうということになっています。 

○河本  その場合に，数名でもほかの株主がいたらできないと，こういうのでしょう。 

○伊藤  そうです。少数株主がいればそちらに期待できるという理屈で，少数株主がち

ょっとでもいれば，できないことになります。 

○河本  完全親子会社に限る合理的理由が要りますね。 

○伊藤  そういうことになるかとは思いますけれどね。 
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○河本  「ホールディングスにしたら代表訴訟は起こらないでしょうね」，と何度も聞

かれました。「心配要りません，肝心の弁護士が起こさないと言っているから」と。や

っぱり起こしませんね。 

○伊藤  先生のおっしゃるのは，この制度を入れたからといって，多重代表訴訟が実際

に起こされるわけではないだろうという話ですか。 

  たとえ親会社の取締役の責任を追及することに比べれば責任追及が容易であるとして

も，そうであるということでしょうか。 

○河本  多重代表訴訟制度ができれば話しは別です。 

 

２ 子会社取締役の職務の執行監督 

○森田  レジュメの３ページの，多重代表訴訟制度を創設しないと考えた場合は，取締

役会は子会社取締役の職務の執行の監督をするということですから，例えば談合事件が

子会社で起こったとしたら，子会社の取締役はよくないことをしたので，親会社の方で

は，子会社の取締役に対して損害賠償をしろとか，そういうことを考える。そういうこ

とを取締役会として職務の執行に加えなさいと，なるのですね。ところが，そうなると，

親会社の取締役には経営判断原則が当然可能になりますね。そうすると，代表訴訟であ

れば絶対に逃げられないけれども，いろいろ頑張って利益も上げたのだから，こんな訴

訟をしたってしようがないからやめておこうかと，こういうふうに親会社が経営判断を

されることは不可能ではないと思われるのですが，どうなのでしょうか。 

つまり，基本的に，子会社が悪いことをしたときに，親会社が監督するのは，こんな

条文がなくても当たり前のことですね，業務執行の問題だから。それをなぜわざわざこ

んなものを入れるかと思いますね。というのは，代表訴訟という制度は，業務執行権を

排除するのですね，日本では。つまり，堪忍してやるということはできないという仕組

みですね。代表訴訟は業務執行権の著しい侵害なのですよ。だから，それを，業務執行

権をあげますと言ったところで，それは当たり前のことじゃないのでしょうか。 

○伊藤  子会社取締役の職務執行の監督というものを親会社のレベルでの取締役会の職

務に追加すれば，これは経営判断原則の問題になるということを 初のほうにおっしゃ

ったわけですけれども，むしろそうではないというのが一般的な理解ではないでしょう

か。つまり，監督職務の遂行に関する任務懈怠の類型で，経営判断原則は入らないです

ね。 
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○森田  不正確な言葉を使いましたけれども，経営判断原則じゃなくて，いわゆる善管

注意義務の業務執行の判断で結構です。 

○伊藤  そこがまた難しいところだと議論されているところかと思います。つまり，子

会社の監督をするのは当たり前だということが，少なくとも伝統的な会社法の考え方か

らは当たり前ではないのですよ。 

○森田  でもね，今は内部統制はグループでやりなさいということになっていますね，

法令遵守は。そういう意味では，取締役の関心事項であることは間違いないですね。 

○伊藤  もちろん，そうです。 

○森田  だけれども，子会社をグループ経営しているのですから，業務執行の問題とし

て，子会社も，我が社全体がもうかるようになしなければいかんなと思って行動してい

るだろうと。そういう意味では業務執行をやっていると思うのですよ。ですから，その

程度ですけれども。 

○伊藤  当たり前のことでも，明文に定める意味はあると思うのですが。 

○森田  ただ，言いたいのは，経営判断原則と言ったら言い過ぎですけれども，業務執

行権の裁量というのですか，例えばコントロールシステムをどれだけすべきかといった

ときに，善管注意義務として認識できないことまではしなくていいでしょう。そういう

意味で，善管注意義務の判断として，そこまで請求する必要はないでしょう，という判

断でとめることは可能だと思うのですね。 

○伊藤  まさにそういう裁量を認めようという趣旨で，２月２２日の資料では書かれて

いたわけです。必ずしも常に責任追及しなさいということにもなりませんし。 

○森田  ですから，代表訴訟制度はそこを排除してしまうわけですね。取締役における

業務執行の判断を排除してしまうということだと思うのです。 

○伊藤  もしも多重代表訴訟制度を認めれば，そこのところを排除してしまうと。 

○森田  そうそう。 

○前田  取締役会の職務に子会社取締役の職務の執行の監督を追加するということを提

案された方の趣旨は，現在，親会社取締役が親会社に対して負っている善管注意義務の

内容を敷衍するものにすぎないとのことでした。私が初めにこの案をお聞きしたときは，

たとえ親会社の利益にならないときでも監督せよ，つまり，子会社で具体的な法令違反

行為などが行われているのを放置したほうが親会社の利益になるときでも，何か是正措

置をとらないといけないという意味なのかと思って読んでいたのですが，そういう趣旨
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ではなく，単に現在の親会社取締役の善管注意義務の内容を具体化するにすぎないとい

うことです。 

ですから，森田先生がおっしゃいましたように，監督すると言ってみても，何をどう

どこまで監督するかは，まさしく子会社株式の管理の話ですから，親会社取締役に広範

な裁量が認められるのですね。監督するとは言ってはみても，適正な監督がされなかっ

たときに親会社取締役の責任を追及するということは，現実には非常に難しい。ひいて

は，子会社取締役に対する規律付けが非常に弱くなってしまいますので，これを明文化

することにほとんど意味はないと思うのです。少なくとも，これを入れるから多重代表

訴訟をなしにしていいという議論にすべきではないと考えています。 

○河本  それで思い出すのは，昭和５６年の改正でしたか。それまでは取締役会は取締

役を監督するという規定がなかったのですね。当たり前のことだと考えられていました

から。しかし、日本の取締役には監督するという観念が薄いので，取締役会は取締役を

監督するという規定を置いたわけです。それで一体何が変わったのかというと，何も変

わらなかった。 

  それで，今の前田さんのお話で聞きたいのは，例えば先ほど言いましたような，子会

社で独禁法違反が起こらないような管理体制をきちっとしいていたかどうかという，こ

れはもっぱら今の代表訴訟の対象になっているわけですね。取締役が独禁法違反を自分

でやることはめったにないのだから。結局，違法行為をやらないような内部のシステム

をちゃんと整えていたかどうか，これが要するに善管注意義務の問題になっているわけ

です。そこで，親会社の取締役が子会社の取締役の監督をせよという条文を置いたとき

に，子会社での独禁法違反防止対策が十分整っていなかったときに，子会社の取締役が

整備していなかったことを監督していなかったという責任が親会社の取締役に出てきま

すかね。 

○前田  それが親会社の 善の利益になるのであれば，そういう義務が出てくると思う

のですけれども。親会社の 善の利益にならないのであれば，親会社取締役の善管注意

義務から当然に，子会社の内部統制システムの不備を是正すべき義務は出てこないので

はないかと思います。 

○河本  独禁法違反を防ぐ体制が整備されていなかったということだったら，どうなり

ますか。 

○前田  体制の不備を是正することが親会社にとって利益になるのであれば，それを是
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正する義務があると思いますが，先ほど申しましたように，しょせんは子会社株式の管

理の話ですので，義務があると言ってはみても親会社取締役に広範な裁量が認められる

ことになるのだと思います。 

○黒沼  今のＢ案については，私も 初，前田先生が言われたような印象を持っていま

した。つまり，現在の会社法では，親会社の取締役会が子会社の業務を監督するという

義務は出てこないので，新しいことを定めようとしているのだと。その提案者の意図に

かかわらず，こういう規定を置くとそういうことになるのではないか。そうした場合に

は，親会社の株主としては，子会社の取締役の責任を直接追及することはできないけれ

ども，かわりに親会社の取締役の責任を今よりは追及しやすくなる，どちらを選びます

かというのがＡ案，Ｂ案の話なのかなと思っていました。 

ただ，前田先生がおっしゃったように，このような規定を設けても，親会社の取締役

に広範な裁量があるので，親会社の取締役の責任を追及することはほとんどできないと

いうのであれば，Ｂ案は置いても置かなくてもいいような規定かなというふうに感じま

した。そして，Ｂ案が従来の会社法とは違った考え方を出しているのだとしますと，そ

れはグループ経営のあり方というのを阻害することになるので，好ましくないのではな

いかということ。 

それから，Ｂ案は，先ほど言ったように，子会社の取締役の責任は追及できないけれ

ども，親会社の取締役の責任を追及できるというものですが，逆に，親会社の責任は追

及できないけれども，子会社の取締役の責任は追及できるという立法のあり方があって

もいいわけで，それがＡ案の示しているところではないかと思います。現行法上，親会

社の取締役の責任を追及しにくい。二重代表訴訟制度を入れたからといって，親会社の

取締役の責任を追及しやすくなるわけではありませんが，子会社に損害が生じて親会社

にも損害が生じた場合には株主の直接関与を認める，それ以外の場合には，親会社の株

主は，親会社の取締役が従来の会社法上の善管注意義務に従った管理をしていれば足り

ると，そういう規制のあり方は，むしろ望ましいのではないかと思います。 

○森田  具体的な例で言うと，判例に載っているもので，野村証券の子会社か孫会社か

がニューヨークの証券取引所にブローカーとして登録しているらしいのですが，何かそ

こで払うべき金を十分に払っていなかったということで責任ありというふうな事件が起

こったのですね。それについて，野村証券の株主が取締役に対して，ちゃんと監督して

おくべきであったという訴訟を起こしたわけです。しかし，別人格であると。つまり，
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ニューヨークの会社と野村証券とは別人格であるから，そんなところの監督というのは

考えにくいという判示があったと思います。業務執行権が及ぶかといったときに，別人

格だというふうになると，どうなんでしょう。 

前田先生が言われた意味がよくわかりませんが，子会社管理の問題というのは，株式

を持っているということですね。ですから，株式を持っている，つまり財産を持ってい

る人が，そこまでああせい，こうせいと言えるのだろうかと。同一営業主体ではないの

ですね。会社法上は別でしょう。そういう問題もかかってきますので……。 

○龍田  極端な場合には法人格否認の法理を持ち出すことになるのでしょうが，そのよ

うに大なたを振るわなければいけないような制度を置いておくことがそもそもよくない

ので，類型的に起こることが予想されるようなものについては対処しておくことが、望

ましい立法態度だと思いますよ。 

○森田  そうすると，Ｂ案の読み方は，親会社の一般的な管理の中の一部の注意規定じ

ゃなくて，子会社という別会社であっても，ある意味踏み込んで，調査しに行ったりで

きるとか，そういうふうにやはり読むのですね。 

○龍田  Ｂ案がどういう立場で出てきているのかを、忖度して言う資格は私にはありま

せんがね。 

○森本  こういう文言を入れられるようなのですが，この規定の適用対象は完全子会社

には限定されていないのですね，代表訴訟の場合とは違って。したがって，柔軟に対応

することは必要だけれども，例えば，金融持株会社で１００％子会社です，そして２つ

か３つしかありません，それぞれ３分の１とか４割のボリュームですという場合には，

この規定に基づいて相当の監督をしなければ，親会社の取締役は任務懈怠になるように

思われます。これまでもそのように解する余地はあったのでしょうが、明文の規定が設

けられることによりそのことが明確になると思います。 

これは代表訴訟の代替手段として考えられているようですが，代表訴訟の場合には５

分の１という基準が設けられています。この場合には，主要子会社についてそれなりの

監督をしなければ任務懈怠になるという意味で，相当実質的な改正提案であるという意

味合いを持たせることが可能ではないかなという気がします。 

それで，現実の金融持株会社はそうしているはずなのです。だから，子会社管理一般

と金融持株会社で２つか３つしかぶら下がっていないようなところの親会社の取締役責

任とは明確に区別しようというのが，２月２２日に出てきた話なのかなと思ったのです
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が。。 

○森田 グループ会社，例えばホールディングスといったときに，銀行業と証券業と生保

業とがぶら下がっているというときに，そこのところで全部統一的支配をしたら，まさ

におかしいのと違いますか。それぞれの独立性を大事にして，ホールディングスだけで

何かやりましょうというような考えは難しい。 

○森本  これは日々の業務を監督しろというのではなくて，例の内部統制システム

整備問題です。現行法でも，親会社，子会社の企業集団における業務の適正を確保する

ための体制はきちっとしなさいとされています。きちっとしたことをしないと責任を問

われますよということでしたら，前田さんが 初に言われたように，現行法を敷衍する

ものかもわからないけれども，ある親子関係においては敷衍することから責任の明確な

根拠付けとしても使われるという感じはすると。したがって，証券の個別取引に口を出

すとか，そんなことを考えているわけではなくて，トータルな内部統制システムを効果

的に運用することにより積極的に踏み込んで監督しなさい。そして，親子関係によって

いろいろの濃淡がありますが，今よりは何か責任追及のきっかけがあるかなという感じ

がします。この規定ができたら，そういうふうに説明しないと意味がないと思います。 

○近藤  この規定を設けた場合に，その意味を強調して，親会社取締役の職務を広げる

のだという方向で考えていくとすると，それは二重代表訴訟をつくる代わりにという以

上の効果が出てくるのではないでしょうか。つまり，４２９条の任務懈怠にも該当して

しまって，子会社の会社債権者から親会社の取締役の責任を追及するという場面も出て

くるのではないかという危惧を感じるのです。 

○森本  私も，本当に選択的なのかどうなのかということで，二重代表訴訟以上にこの

規定が意味を持つかもわからないから，両方つくることも考えてもらいたいなという感

じがしたのですが。 

  ただ，（３）のその他のところは，解釈論いかんによっては腑抜けになるという面は

あるものだと思うのですが。二重代表訴訟は，立証の問題はありますけれども，具体的

に訴えを提起できるわけですね。こっち側の場合には，立証の前に，本当に責任を根拠

付けられるのかがあいまいだなという，そういうものだという気がするのですが。 

○北村  Ｂ案は，Ａ案をとらないとした場合にという前提がついていますね。伊藤先生

のレジュメの３ページ（３）その他のところがＢ案になるわけですけれども，項目が３

つありますね。今，一番上のことについて議論があったと思うのですが，むしろ重要と
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いうか，ある意味で本当に今と違うのは２つ目，３つ目です。 

つまり，子会社に損害が生じたにもかかわらず親会社が子会社の取締役等の責任を追

及しないと，親会社の取締役の任務懈怠を推定するのですね。例えば，親会社が子会社

に何か具体的な指示をして，それにより子会社に損害が生じたとします。その場合，親

会社の指示で子会社に損害が生じたのだから，親会社としては子会社の取締役の責任を

追及しないでおこうと思っていたけれども，このＢ案の２つ目によりますと，責任追及

しないことが任務懈怠でないことの証明が要求されることになります。そうすると，多

重代表訴訟を導入せずに B 案が採用された方が，現在よりも親会社取締役の責任は追

及されやすくなりそうですね。 

だから，子会社管理が親会社取締役の職務内容になるというだけなら現行法を敷衍し

たにとどまるにしても，２つ目，３つ目のところに B 案の重要な意義があるのではな

いかと思うのですが，そこはいかがでしょうか。 

○伊藤  私も，２つ目はおっしゃったような意味はあるかと思います。推定されるのは

親会社の取締役の任務懈怠なのですね。そういう指示をした親会社の取締役の任務懈怠

に基づく損害賠償請求を，親会社の株主はできるということです。 

  先ほど近藤先生がおっしゃったのは，４２９条の責任追及のベースの任務懈怠にも該

当して，その４２９条の責任を追及する債権者は，子会社の側の債権者ですか。 

○近藤  子会社の債権者のことです。 

○伊藤  ただ，ここで考える任務懈怠は，親会社の取締役の任務懈怠なのですね。 

○近藤  つまり子会社の債権者が，親会社の取締役に対して責任を追及することもあり

得ることになるということです。 

○伊藤  なぜなら，その任務懈怠によって子会社の債権者が損害を被ったからだと。そ

れは，監督をちゃんとしなかった結果，子会社の取締役がおかしげなことをしたために

子会社の債権者が損害を被ったのでということですかね。 

○森本  それは４２９条から当然出てきますか。 

○近藤  子会社の債権者に損害があって，それと親会社の取締役の任務懈怠との因果関

係があれば責任追及は可能だと思います。因果関係の立証は少し難しいかもしれないで

すけれど。 

○森本  それはむしろ一般の不法行為の話じゃないかなと思ったりしたのですが。ただ，

この４２９条と不法行為の関係はまた禅問答になるのかもわかりませんが。 
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○黒沼  いや，因果関係はそのままですけれども，任務というところが言いやすくなる

わけですよね。任務懈怠の前提となる，子会社の管理が親会社の取締役の任務だと言い

やすくなるから，責任追及しやすくなるということじゃないでしょうか。 

○森本 親会社に対して負っている任務の懈怠を根拠に子会社の債権者が親会社の取締役

の責任追及するにはそれなりの説明がいるように思われます。「第三者」とあるから，

任務懈怠と相当因果関係にある損害を被った第三者なら誰でもよいということなのでし

ょうか。 

○前田  ３つのうち１つ目は，現行法との関係に微妙なところがありますけれども，２

つ目，３つ目は，ご指摘のように，現行法よりも親会社取締役の責任を実質的に容易に

しやすくすることは間違いないと思います。ただ，そうはいいましても，例えば親会社

取締役がしかるべく子会社取締役の報酬の減額をしましたとか，しかるべく子会社取締

役を降格をしましたと言えば，繰り返しになりますけれども，しょせんは子会社株式の

管理の話なのですから，いくら立証責任をひっくり返したり情報収集を容易にしたとこ

ろで，責任追及が困難だという状況が大きく変わるわけではないのではないと思うので

す。。これを置くからといって，多重代表訴訟をなしにするというのであれば，やはり

疑問を感じるところです。 

○森本  多重代表訴訟のほうに戻らせていただくと，１００分の１という少数株主要件

というのがありますね。上場会社を前提にすると，先ほども河本先生が言われたように

弁護士さん主導だとすると，１％の株を集めて弁護士さんが主導することはほとんど不

可能であり，代表訴訟制度の形骸化以外の何者でもないと思います。これはほとんど例

えばの話として理解したらいいのですか。それとも，そういうどんでん返しになる可能

性もある提案なのですか。 

○前田  いえ，初めのほうにも議論がございましたように，これは結局，提訴請求権の

濫用を抑えるためのもので，濫用を抑えるための措置は，特に通常の代表訴訟と別に要

件を加重することは，説明できないのではないかと思います。 

○龍田  完全親会社かどうかは，極めて形式的に判断するのでしょうね。完全親会社と

扱われるのが嫌なら、別の株主を１人か２人入れておけばいいので，取締役が自分で１

株か２株持つことでもよいでしょう。そのほうが多重代表訴訟を避けるうえではよほど

確実です。こういうことを言うのは嫌ですがね。（笑） 

○洲崎  Ｂ案を採用する場合に，取締役会の職務として，「株式会社の子会社について、
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当該株式会社及び子会社から成る企業集団における重要性，株式の所有の態様その他の

事情に応じて，その業務を監督しなければならない」という明文の定めを置くべきかど

うかという問題についてですが，これは，日々の取引についてまで責任追及させるよう

なことではないという趣旨に読むならば，むしろこの規定を置いたことによって，代表

訴訟が頻発するのを抑える制約的な趣旨で置かれるかなと思いました。しかし，逆に，

森本先生がおっしゃったように金融持株会社が持っている子会社で問題が起こったよう

な場合，あるいは先ほど河本先生がおっしゃったように，その子会社が大規模に事業を

していて，独禁法違反で多額の課徴金を食らうようなケースを想定すると，ここに書い

てあるように株式の所有の態様に応じて考えれば，そんな重要な子会社について課徴金

を食らうような状態のまま放置していたのは善管注意義務に違反するということにもな

り，むしろ責任を追及しやすくなるような文言にも思えるのですけれども，そのあたり

は，どういう趣旨でこれは置かれたということなのですか。 

○伊藤  責任を強化することになるかどうかというのは，現状をどう評価するかに依

存すると思います。こういうルールがないとしても，森田先生が再々おっしゃっている

ように，子会社については一定の管理を行わなければならないはずで，その子会社が重

要なのであれば，談合等を行わないように指導等をすべきはずです。そのことからする

と，このルールが置かれたからといって，そういう現在の法状態に比べて責任追及が容

易になると言えるのかは疑問なのですけれども。 

○洲崎  提案者は，現状のルールを敷衍したものだけだとにすぎないと説明しておられ

ることのようですが，こういう規定が置かれると，森本先生が言われたのと同じような

感想を私も持つのですね。 

○森本  現状を明確化するための規定であって，質的に責任を強化する意図はないけれ

ども，明確化されることによって，波及効果は実務的には大きくなる可能性があるとい

うことではないかなということで，次に進めさせていただいていいですか。 

 

３ 子会社少数株主の保護 

○森本  それでは，２の「親会社による子会社の株式等の譲渡」については，いかがで

すか。この点についてご意見がなければ，Ⅲの「子会社少数株主の保護」のほうに行っ

ていただければと思います。 

○行澤  ５ページの独立当事者間取引基準は，要するに，個々の取引において厳格に過
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ぎるので，「なかりせば基準」にして，そのときの不利益の有無は，５ページの基準の

内容の３番目にあるようにア）からエ）の事情を考慮するということですね。特に気に

なりましたのは，ウ）の株式会社が親会社及びその子会社から成る企業集団に属するこ

とによって享受する利益も含めて損をしたかどうかを考えると，これはほとんど機能し

ないのではないかということです。そもそもそういう利益は，例えば取引自体は子会社

にとって端的に見ると不利益に見えるけれども，グループ全体として見ればそのグルー

プにとどまることができるというようなことでしょうが，そんなことを言うと，これは

ほとんど意味のない規定になるのではないかというふうに思うのです。質問は，なぜこ

ういう議論が出てきたかということです。 

５ページの下のほうに書かれているように新たに代表訴訟の対象として加えて，子会

社株主が親会社を代表訴訟で訴えるのですが，結局，そのような幅広い意味で損をした

ということを原告株主が立証することになるわけです。これは実際上不可能なのではな

いのかなという疑問を持つのですが，この辺の議論の経緯を教えていただけるとありが

たいです。 

○伊藤  部会では，中間試案を出すまでの段階で，独立当事者間取引基準というものは

今まで割とよく主張されてきているけれども，これを厳格にやってしまうと，そもそも

なぜ企業グループを形成しているのかという話になりかねない。厳格な形で独立当事者

間取引基準を適用してしまうと，もう一個一個の取引において市場価格よりも不利にな

っていたらアウトになるわけですね。それでは余りにも現実からかけ離れているし，ワ

ークしないであろうということで，「なかりせば基準」というものが提案されているわ

けです。ここまでのことがされていたら，さすがに責任追及すればいいでしょうねとい

うような基準として。ほかの取引の条件も全部考慮した上で，なお子会社にとっては全

くマイナスしか出していないような取引であれば，さすがに親会社の責任追及を許して

もよいのではないかと，そういう趣旨でまず出されてきた基準なのです。 

  それで，先生がご指摘になった子会社が企業集団に属する利益という話は，２月２２

日の資料で出てきた話で，私が出席していれば，こんなものは反対したかったわけです

けれど，ドイツではこれは明確に否定されています。私もここを柔軟に認め過ぎてしま

うと，親会社の責任を定める意味がなくなるので，これは困ると思っています。 

  証明について，部会の審議で言われていたのは，子会社の不利益の証明責任は親会社

の責任追及をする側にあるのだろうけれど，不利益に当たる事実を証明すれば，一応の
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推定を働かせるのだろうと。あとは，取引を見れば子会社にとってマイナスになってい

るけれども，例えば原価割れで物を売らされているけれども，親会社の側としてはほか

の取引でそこの分は填補できるとか，そういった証拠を出していく。それで，不利益に

ついて証明されたかどうかが決まるという話なのだろうねということです。 

○行澤  そこまでは一応わかるのですけれども。 

○伊藤  一切の事情にウ）のようなものも入れてくると本当に大変ですし，ウ）のよう

な利益をどうやって金額として証明するのかというのはわからないところですね。 

  これは当日，何か議論になったのですかね。 

○前田  今，伊藤先生がおっしゃったような，まさしく立証がどうなるのかというよう

な議論がありましたけれども，特に明確に結論が出たわけではありません。 

○森田  利益供応の禁止規定との関係は全然問題にならなかったのですか。 

○伊藤  現行の解釈論で，それを利益供応の禁止規定でとらえられるという主張はある

のですけれど，別にそっちのほうを変えるという話にはなっていないです。 

○森田  それの適用除外になるとかという意味でもないと。 

○伊藤  それとはまた別のルールとして置くという話です。 

○洲崎  レジュメの５ページの真ん中ちょっと上あたりに，「適用対象となる取引［２．

２２資料］」とありますが，これは，現行会社法３５６条１項の 2 号と 3 号をそのまま

持ってきたのかなと思うのですが，会社が第三者のために株式会社とする取引というの

はどんなことが考えられますか。３５６条１項２号だと，取締役が代理・代表する場合

ですね。 

○伊藤  ここでいう株式会社というのは，まず子会社のことなのですけれど，子会社が

親会社と直接取引を行って…… 

○洲崎  それは自己のためにする場合ですね。 

○伊藤  それがア）のほうでとらえられることですよね。 

○洲崎  ええ，それはア）のほうの「自己のために株式会社とする取引」かなと思った

のですけれども。 

○伊藤  第三者のためにですか。 

○洲崎  親会社が「第三者のために株式会社とする取引」というのはどういう場合なの

かと思ったのです。この場合，計算説をとるということなのか。 

○伊藤  これはそこまで深く考えられていないと思いますね。 
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○前田  もともと親会社の責任の規定を設けるに当たっては，当初は，利益衝突がある

場合をもっと広く入れるべきではないかという意見もあったところ，範囲を広げ過ぎる

と規定を設けるのが難しいということで，結局，利益相反取引に当たるものに限定しま

しょうということになり，現行法の利益相反取引の規定をこういうふうにそのまま持っ

てきたというだけのことだと思います。 

○伊藤  ただ，現行の３５６条１項３号の解釈は，狭くとらえると，債務保証等に限定

するのですが，こちらの規定については，そういう限定はつけられないと思います。そ

うじゃないと兄弟会社間の取引はとらえられませんので。そうすると，同じ文言でも，

取締役の場合よりは広くとらえないと具合悪くなるとは思います。 

○近藤  親会社の免責というのは，どういう要件で認められるのでしょうか。 

○伊藤  これがまた，パブリック・コメントを受けて出てきた話で，中間試案そのもの

の考え方は，一切の事情を考慮してなお子会社にとってマイナスしか出さないようなこ

とをやっているのであるから，それについてなお主観的な要件による免責というのはあ

まり考えられないということで，特にその点は触れていないかと思います。ただ，中間

試案に対するパブリック・コメントなり，中間試案を扱う論文なりでは，よくこの辺が

議論されているところです。主観的な免責を認めるほうが，より企業グループの運営自

体等を十分に反映して，適切な範囲で責任を負わせられるのではないかといった批判も

ありましたので，まずはこういうふうに問題点として出して，これを議論していこうと

いうことになっているのかと思うのですけれど。 

○北村  さきほど洲崎先生がおっしゃった点ですが，「親会社等が自己または第三者の

ために株式会社とする取引」となっており，ここで親会社等の中に自然人も含むことに

なるのですよね。「等」に自然人も含めば第三者のために取引することもあり得ること

でしょうね。 

○行澤  「親会社等」の免責についても，この研究会でも縷々問題になっているところ

ですが，だれの主観をもって親会社等が免責されるかという問題がやっぱり出てきて，

原理的に，代表取締役が知っているか知らないかということだけでは済まない問題がや

っぱりあると思うのですね。取締役会で議論されたかどうかとか，あるいはそもそも議

論が上程されなかったことが問題なのかとか，そういう厄介な問題が出てきそうなので

すが，その辺も特に問題意識は出ていないというふうに理解してよろしいのですね。 

○伊藤  そこまでの議論は進んでいないですね。ここも「親会社等」ですので，後ろで
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書いている自然人も含めているわけですけれども，自然人の場合にはもうちょっとわか

りやすいのですけれども，親会社はそうですね。 

○森本  この項の 後に「情報開示の充実」とありますが，こういう規定を設けられる

ことは合理的なのですが，実務的には，ある団体が模範記載例をつくって，その記載例

に従って済ますということになるのはどうかという気がします。。要するに，二，三行

書くだけのことになるのではないですか。４ページ，５ページ書けというわけではない

でしょうから。 

○伊藤  これはもう何年も前に江頭先生が本を書かれたときに比べれば進んでいる部分

だとも思います。江頭先生の著書の中では，このあたり，情報開示のことをもう割と重く，

詳しく扱われていたのですけれど。 

 

４ キャッシュ・アウト 

○森本  それでは次に，キャッシュ・アウトのほうに移らせていただいてよろしいです

か。 

○行澤  承認機関を取締役会・取締役とする点で，今までの一連の判例などを踏まえれ

ば，やはりこの承認機関の独立性というのがある程度重要になってくると思います。特

に売渡株主の救済として買取請求権を認めることになると，後で買取価格は幾らかとい

う点に決定的に影響を及ぼしてくるように思うのですが，これは別に独立取締役でなく

ても，社外取締役でなくても，端的に取締役であればいいという，こういう前提でお話

しされているのですね。 

○伊藤  中間試案自体では，そういう限定は付していないですね。 

○行澤  何か私としては，どうせやるならそこに何らかの独立性を担保する形でやった

ほうが，後々意味があるのかなあと思うのですね。企業再編等ですと，結局支配株主の

力任せにやられてしまって，後で反対派株主が買取請求するということに対して事前の

チェックがきく制度としてよりいいのかなという印象を持ったのですが，これだと，実

際上，承認しないということがあり得るのか，そして承認しなかったことを義務違反と

して責任追及するとなった場合の困難性等はないのかという疑問がちょっとあるので，

その点だけ……。 

○伊藤  そこはまさに難しいところでして，部会ではそもそも，対象会社の何らかの機

関の承認を要求するかどうかというレベルでまず争いがあったところです。 
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○行澤  なるほど。 

○伊藤  対象会社の取締役会の承認を要求しても意味がないという主張もありました。

ここは学者サイドは，一般的には承認要求したほうがまだましになるのではないかとい

ったことで，この案に盛り込まれているところです。 

○黒沼  学者サイドで承認が必要だという意見が出されたそうですけれども，私は，な

ぜこれに承認が必要なのか，よく理解できないところです。恐らくは，会社の関与を要

求したほうが適正な価格が提示されるようになるだろうということだとは思います。し

かし，売渡株主は，価格が不満であれば裁判所に行くことができるわけですし，取締役

会が承認したからといって満足するというものでもなかろうと思うのですね。 

それと，そもそもこういう場合に，取締役は少数株主の利益を考えて，例えば適正な

価格を提示するように交渉する義務とか，あるいは承認をしない義務が出てくるのか。

取締役の義務の解釈論として出てくるのであれば，それを明文化するということもわか

りますが，会社の行為が行われるときに，少数株主の利益を確保するような義務は，会

社法の取締役の義務として導かれると思いますが，株主間の株式の売買について取締役

がその価格を適正にしなければならない義務というのは，明文の規定がなければ出てこ

ないと思うのですね。そうすると，この規定というのは，新たに取締役の義務を創設す

るものになっているのではないか，その取締役の義務は何なのかということがよくわか

らないで，先にこういう規定を置いてしまって果たして大丈夫なのか，というのが私の

疑問点です。 

○森本  売買だと言われたけれども，これは売買ではないのですね。「売渡請求権」構

成が採用され，一方的意思表示で売買がなされた場合と同様の取扱いを構成するわけで

す。売買の場合は，両当事者の意思の合致がなければいけないけれども，９割持ってい

たら，一方的に買うぞと言ったら売らなければならないわけです。その売主の利益保護

のために裁判所が売買価格を決定することになりますが，それとともに，全株主のため

の利益に配慮する役割を有する取締役会に何かしてもらおうかというのは，実質的にど

の程度の意味があるかどうかはともかく，おかしな制度とは思わないのですが。 

○黒沼  そうすると，その場合の取締役というのは，だれの利益を図るように行動する

ことになるわけですか。 

○森本  その点が非常に難しいと思うから，どのように意味があるかということを留保

したのですが，少なくとも売買だから自由で会社ないし取締役会はかかわらなくてよい
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といいきることはできません。売買を擬制しているだけなのであり、株主をその意思に

基づかずに排除する制度なのですから、全株主の利益に配慮することが求められる取締

役会にその妥当性について意見表明を求めることにそれなりの意味があると思います。。 

○前田  伊藤先生は，売渡株主の利益にならない売渡請求は承認してはならないとおっ

しゃいましたけれども，私は，会社の利益にならないような売渡請求は承認してはいけ

ないということだと理解していました。つまり，経営の効率性を向上させるなど，会社

の利益になるような締め出しだけ承認せよと。支配株主に対しては，株主にすぎません

から，濫用的なものはともかくとして，悪い締め出しをするなとは言えないのに対して，

取締役に対しては，悪い締め出しに関与するなということは言えるはずです。会社の利

益になるような締め出しだけに関与しなさいという趣旨であって，取締役に新たな義務

を課すということではないと私は理解しておりました。 

○北村  ただ，ここで述べられているのは，売渡請求をする支配株主が会社に対して売

渡価格その他の条件を知らせて承認を求めるということで，どういう目的で締め出しを

するのかといったことまで会社に説明すべきことにはなっていないですよね。そうする

と，結局，取締役が承認するかどうかの判断基準は，価格が公正かどうかだけになるの

ではないかと思いますが，その点はどうなのでしょうか。 

○伊藤  中間試案で書いていることだけを見ればそうはなりそうなのですけれども，そ

こもこれからもうちょっと調整していけるところではあると思います。これでいきなり

条文をつくれという案ではありませんので。 

○森田  この制度は，上場会社で上場を廃止したいときに，株主が残っているのは邪魔

だからというのはよくわかりますけれども，普通の会社もありなのでしょう。というこ

とは，マイノリティーは邪魔だと，憲法上は私有財産権があるけれども，それを奪い取

ると，こういう制度ですかね。 

○伊藤  そこは，まさに私なども反対していたところです。少なくとも，これは公開買

付けを前に置いた場合にだけこの制度を使わせるようにしましょうとか，そういうこと

を言っていた人もいるのですけれど，法務省の側は一貫してこれを出してきているとい

うことです。 

  部会の場で議論をされたキャッシュ・アウトの必要性というものも，よくよく聞いて

みると，公開買付けをやってみたけれどもどうしても残ってしまって，その人を追い出

したいということだったのですけれど，会社法に定める制度としては一番適用対象を限
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定しないこういう形で提案がされてしまっています。 

○森田  そうすると，中小企業に対して影響はすごくあるでしょうね。 

○伊藤  まさに中小企業の方は，部会でそれを一貫しておっしゃっていました。 

○森田  それともう一つは，こういうときは救済として価格が大変重要になってくる。

そのときに，安い値段で処理されたら，本当に憲法上の私有財産権の侵害になってしま

いそうに思うのです。価格面は非常に売渡株主にとって有利な算定方法によって認める

とか，何かそんなふうにすればバランスがとれているように思うのですが，それは相変

わらず，価格決定制度については従来の高いお金を払って鑑定意見を出さないと――出

してもあかんかもしれんけれども，何かそういうふうにコストがかかるような仕組みで

いくのですか。 

○伊藤  価格決定制度は従来のものと同じですね，全部取得条項付種類株式の場合等と

同様です。 

○森田  ということは，あまり有利ではないですね，追い出されるほうにとっては。 

○龍田  これは会社法をつくるときに，合併の対価を柔軟化――柔軟化どころか，もう

とろとろに溶かしてしまったので，外堀は完全に埋まっておるのですよ。（笑）そこで

無駄な抵抗をどこまでするかということなのでね。 

○松尾  現行法でも，非上場会社について全部取得条項付種類株式でキャッシュ・アウ

トをした例があって，全部取得決議の取消しの形で争っているものがあります。取消し

事由として，特別利害関係株主による不当決議が挙がっていると思います。その際に，

締め出された側の株主は，対価の不当性以外の事由をいろいろと主張していて，そうい

った事由を不当性の判断にに取り入れようとしています。これについてまだ判例が固ま

っているとは言えないと思うのです。 

他方，この制度を見ますと，差止め事由として対価の定めが著しく不当であることと，

法令違反が含まれているのですが，特別利害関係株主による著しく不当な決議がされた

というようなケースに該当するものは差止め事由には入っていないように読めてしまい

ます。決議要件が３分の２以上の賛成から９０％に変わることで，そういったことを考

慮しないことが正当化されるのかというのは非常に疑問に思います。 

○伊藤  全部取得条項付種類株式の場合の特別利害関係株主が入って著しく不当な決議

がされたという場合に，著しく不当の内容として対価が不当である以外には，まずどう

いうことが考えられるのですか。 
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○松尾  経営者に対して反抗的というか，代表訴訟を提起したりしている人を締め出そ

うというような例があって，それが著しく不当になるかどうかわかりませんが，現在ま

だそう言う場合がどうなるか，判例は固まっていないと思うのですね。 

○伊藤  その締め出しの意図なり経緯なりの点で不当であるから，そのような決議を取

り消しなさいという解釈もまだふさがったわけではないということですか。 

○松尾  少なくとも非上場会社においてはあり得るのではないかという状況で，こうい

う制度ができてしまうのは非常に問題が大きいのではないかと思いました。 

○伊藤  なるほど。そういう場合には認めるべきではないというふうに考えると，差止

め事由をもうちょっといじるなり，あるいは無効事由の解釈のところを考えるなりする

必要があるということですかね。 

○森田  なぜこんな９割の人を保護してやろうかという議論になってきたのですか。 

○伊藤  さっき言ったとおりで…… 

○森田  上場会社を念頭に置いていたわけですね，それは。 

○伊藤  そうです。部会の場で一番表向きに言われたのは，会社法ができた当時からキ

ャッシュ・アウトが必要だったはずなのに，それは対処されていないという言い方をさ

れましたね。 

○黒沼  企業経営の効率化という点では，キャッシュ・アウトを認めたほうがいいとい

うのが表向きの理由だと思うのですが，それだったら，セル・アウトも認めなきゃいけ

ないのではないかと思います。 

  一点だけ私が疑問に思っている点を言いますと，これは無償でもいいわけですね，価

格はゼロでも。 

○伊藤  このキャッシュ・アウトの場合の対価は。 

○黒沼  こっそり株式を取得することができてしまうのではないですか。つまり，上場

会社でない公開会社で，公告を例えば官報にこっそりして，知らないうちに取得価格決

定の申立ての期間も過ぎてしまって，無効の訴えの期間も過ぎてしまうということにな

ると，ただで追い出せてしまうのではないかと思うのですが，そんなことをするのであ

れば，相手方にきちんと通知をさせて，特別支配株主と少数株主との間の問題として制

度を構築するほうが合理的かなというふうに思うのですが。 

○伊藤  それはおっしゃるとおりかもしれないですね。 

○黒沼  逆に，そうすると，取締役の責任を追及できるように残していたのに，取締役
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会の決議が必要だということも考えられないではないですがね。 

○伊藤  この制度，中間試案のこの段階では，あんまりちゃんと詰められていないので

すよ。ですので，まさにおっしゃったようなことをさまざまに今後検討していくことに

はなるのだろうと思います。 

 

５ 組織再編の差止め 

○森本  時間が迫って参りましたが，あと２つ大きな問題が残っています。買取請求の

ほうに移ってよろしいでしょうか。とりわけ簡易組織再編等においては買取請求をやめ

ようということですね。そして，それにあわせて差止め請求制度もありますし，会社分

割も少し議論しなければと思います。まずは組織再編の１１，１２ページあたりのとこ

ろで何かご意見がございましたら，よろしくお願いします。 

○松尾  差止め事由のところで，法令・定款違反と不当決議を区別して，後者について

はなお検討するとなっていますけれども，例えば現行法で決議取消しの訴えを本案にし

て決議禁止の仮処分を申し立てる場合を考えますと，この２つというのは区別されない

と思うのです。この２つを区別したほうがよい，法令違反だけは差止めにして，不当決

議はしないというのは，どういう考え方に基づく区別なのでしょうか。 

一つ考えられるのは，略式組織再編の差止め事由を持ってきたからということですが，

略式組織再編は決議がないから不当決議が差止事由になっていないのは当然そうなのだ

とは思うのですけれども。 

○伊藤  中間試案の説明は，要件をなるべく明確にしてほしいという指摘があったこと

から，法令・定款違反はまあ明確だろうけれども，こちらのほうは明確ではないので，

なお検討することとしているという説明がされています。あるいは，この場合は，現行

法の解釈論で差止めはいけると結構言われている事例ではありますね。 

○松尾  そうですね。ただ，会社の損害ではなく，株主の不利益となっているのは，差

止めを求める側からすると非常にありがたいと思うのですけれども。 

○伊藤  株主の不利益が入れば，会社に直接損害が生じないような場合であっても差止

めができる道が開かれると。 

 

６ セル・アウト 

○龍田  セル・アウトの制度化をやめようというのは，何か議論を尽くした上での話で
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すか。 

○伊藤  セル・アウトも，ずっと主張しているメンバーがいる一方で，要らないと言っ

ているメンバーもいるという状況の提案だったわけですが，たくさん議論されているわ

けではありません。セル・アウトをやるとすれば要件は２通り立て方があるよねという

ことで，中間試案の補足説明にも示しているような議論はされていますけれども，それ

だけですね。 

○龍田  もともとの発端は，公開買付けに抵抗して残ってもしようがないよというとこ

ろへ持っていくのがねらいでしょう。ちょうど土地収用に反対していると，周りはみん

な道路になっているところにぽつんと家が残っている状態に似ています。残ると悲惨で

すね。そういう意味では，公開買付けを強圧的に強行することがかなりやりやすくなる。

全体としてそういう仕組みのように思いますね。 

○伊藤  全体として眺めればそうなっていることは，否定できないと思います。 

○龍田  せめて公正な価格で買い取ってくれと，それがあればバランスとれるのではな

いでしょうか。黒沼さんが言われるように。 

○伊藤  キャッシュ・アウトとセル・アウトというものは，必ずセットでなければなら

ないように論理的に関連している制度ではなかろうということなのです。あくまでバラ

ンス上，セル・アウトも認めるほうがよいのかどうかという話になると思います。部会

で経済界などからは，これを認めると費用が増えますねということが一貫して言われて

いたということです。 

○龍田  その費用が増えるといいますが，当然払わなければいけないものを払わずに済

まそうとしているのではないでしょうか。 

○伊藤  そういう考え方からすると，そうなるのですよね。私もセル・アウトを認めて

もよいのではないかとは思いますけれども，なかなかそれが多数を占めておらないとい

うことです。 

  ２つ目の要件の立て方は，ちょっとこれはどうかなと思っていたのですけれど。新た

な出現ではなくて，とにかく９０％以上持っている大株主がいたら何でもセル・アウト

できるというのは。 

○黒沼  これは何のためのものというふうにレジュメにも書かれているのですけれども，

これは１０％未満となった少数株主が著しく不利益な地位に置かれるから，それに対す

る道を与えるということに尽きるのではないでしょうか。それは，前に公開買付けが前
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置されていようがなかろうが同じなので，その状況に置かれていることは。そうだとす

ると，少数株主の保護の一つの方策として大株主に対する買取請求権を認めるという考

え方があって，全くおかしくないと思うのですけれども。それが嫌であれば，バイ・ア

ウトをかければいいということになるわけですね。 

○伊藤  新たに現れたことを要件とする必要はないということですかね。 

○黒沼  ええ。 

○伊藤  新たな支配株主関係の形成を要件とせずに，一般的に常にどの時点でも１０％

未満になっている少数株主は買取りを請求できると。それでも差し支えないというご趣

旨ですか。 

○森田  それは会社に対してということですか，それとも，支配株主に対してという逆

バージョンもあっていいのと違いますか。 

○黒沼  支配株主です。 

○伊藤  これは支配株主になっていますね。 

○森田  そしたら，資本充実の問題もないわな，特に。 

○伊藤  そうですね。 

○森本  キャッシュ・アウトを認めるならセル・アウトも認める，そういう論理関係が

あると以前は思っていたのですけれども。 

 

７ 詐害的会社分割 

○森本  詐害的会社分割についての提案について，どなたか何か一言ございませんか。 

○行澤  近，詐害的分割に対して債権者取消権を認める高裁レベルの判例が出ていま

すが，どうも民法の議論を見ていると，破産法の否認権との調和において債権者取消権

の在り方を整合的に検討するという議論があるのですね。この審議会では，端的に，詐

害性の認定については，詐害行為取消権の場合と同様に考える，と一言で整理されてい

ます。しかし，詐害性の認定については，なお民法上も議論があるところですので，そ

れを全く丸投げにしてしまって果たして良いのだろうか，という疑問があるのですが。 

○伊藤  民法のほうの議論がこうなっているという議論は，私の記憶しているところで

はないですね。もっとここの要件を決めるべきではないかといった議論は出てきました

が，いや，それはもう法律の規定で決めることではないでしょうということになったの

ですね。 
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○行澤  例えば（吸収分割において）承継会社が害することを知らなかった場合は，直

接請求は否定されますけれども，どういう場合に害することを知らないと言えるかとい

う問題があります。基本的に分割の対価は払うわけで，その対価が適正であるから大丈

夫だと思ったとしても，それで直ちに害意が否定されるわけではないとも思うのですね。

そこはもうちょっと詰めないといけないのかなという気もするのですけれど。 

○伊藤  ただ，裁判例でも，事案は基本的に新設分割なのですよ。 

○行澤  そうですね。 

○伊藤  吸収分割の場合は，承継会社の側にも債権者はおりますので，そこが大きいで

すね。 

○行澤  なるほど。 

○森本  少し時間をオーバーしてしまって申し訳ありませんでした。本日は，伊藤先生，

どうもありがとうございました。これで本日の研究会を終わらせていただきます。 


