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会社法改正の経緯第1部

1 法制審議会
会社法制部会の設置

　平成22年2月24日、法制審議会の第162回会
議において、法務大臣から法制審議会に対し、
「会社法制について、会社が社会的・経済的
に重要な役割を果たしていることに照らして、
会社を取り巻く幅広い利害関係者からの一層
の信頼を確保する観点から、企業統治の在り
方や親子会社に関する規律等を見直す必要が
あると思われるので、その要綱を示されたい」
という諮問が行われました。この諮問を受け
て、法制審議会内部に会社法制部会が設置さ
れ、平成22年4月28日に第1回会議が開催され
ました。以後、会社法制部会は会社法の見直
しに関する審議を重ねてきました。

2 会社法制の
見直しに関する中間試案

　平成23年12月7日、会社法制部会は平成23年
3月の東日本大震災の影響による中断を経なが
ら、第16回会議において会社法制の見直しに
関する中間試案を取りまとめました。中間試
案は平成24年1月14日から31日までの間、パブ
リックコメントの手続に付されまして、パブ
リックコメントの手続の終了後、会社法制部
会は提出された意見等を踏まえて、さらに審
議を継続しました。
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3 会社法制の
見直しに関する要綱案

　平成24年8月1日、会社法制部会は第24回会
議において、「会社法制の見直しに関する要綱
案」を決定しました。要綱案は同年9月7日に
開催された第167回会議の法制審議会に付議さ
れ、その承認を得て、要綱として法務大臣に
答申されました。

4 国会への法案提出

　この答申を受けて、法務省民事局は早期の
法案提出を目指して作業を進めました。しか
しながら、当時の国会情勢の影響や法務省が
提出を予定していた他の法案との関係等から、
平成24年の臨時国会、平成25年の通常国会と
続けて法案の提出が見送られました。その後、
法務省は平成25年の臨時国会への法案提出を
目指し、さらに準備を進めました。
　法案の国会提出に際して、自由民主党およ
び公明党の法案審査では、特に自由民主党政
務調査会法務部会において、コーポレートガ
バナンスの強化、とりわけ社外取締役の選任
義務付けについて議論が重ねられました。そ
の議論を踏まえて、法案では改正会社法327条
の2の社外取締役を置くことが相当でない理由
の株主総会における説明義務に係る規定、お
よび、改正会社法附則25条の検討事項が追加
されました。
　以上の経過を踏まえて、平成25年11月29日、
「会社法の一部を改正する法律案」が閣議決定
され、同日、臨時国会に提出されました。

5 法案の成立・公布・施行

　平成26年4月25日、法案は衆議院本会議にお
いて、賛成多数で可決され、参議院に送付さ
れました。5月20日、法案は参議院本会議に
おいて賛成多数で可決・成立しました。6月26
日、平成26年法律第90号として官報により公

布され、平成27年5月1日に施行されました。

改正会社法の内容第2部

1 企業統治に関連する改正

社外役員に関連する改正1
（1）  社外取締役を置くことが相当でない理由

の開示義務
①義務付けの見送り
　社外取締役の選任について会社法制部会で
は、社外取締役による代表取締役の職務に対
する監督機能の活用を図るため、監査役会設
置会社に社外取締役の選任を義務付けるべき
ではないかという意見が出されていました。
　経済界からは、社外取締役選任の義務付け
の導入がコーポレートガバナンス強化に役立
つかは不明であって、確実な効果の実証がな
い、法律で一律に社外取締役の設置を義務付
ける規定を設けた場合、会社の創意工夫によ
る最適なガバナンスを阻害するおそれがある
ため、社外取締役の導入は各会社の自由な選
択に任せるべきである、社外監査役に加え、
社外取締役の選任を義務付けることは重複感、
負担感がある、社外取締役となる人物の不足
が懸念される、こういった意見が出され、社
外取締役選任の義務付けは見送られました。
②社外取締役選任の促進
　次に、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
るものに限りますが、このうち金商法24条1項
の規定により、有価証券報告書を提出しなけ
ればならない株式会社が社外取締役を置いて
いない場合には、取締役は、定時株主総会で
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と定めています（改正
会社法327条の2）。
　また、事業年度の末日において監査役会設
置会社・公開会社で大会社かつ有価証券報告
書提出会社で社外取締役を置いていない場合
には、社外取締役を置くことが相当でない理
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由を事業報告の内容に含めなければならない
と定めています（改正会社法施行規則124条2
項）。
　さらに、監査役会設置会社・公開会社かつ
大会社のもので有価証券報告書提出会社であ
って、社外取締役を置いていない会社が社外
取締役候補者とする取締役選任議案を上程し
ない場合には株主総会参考書類に社外取締役
を置くことが相当でない理由を記載しなけれ
ばならないと定めています（改正会社法施行
規則74条の2）。
　改正会社法はこれらの3つの規定を通じて、
間接的に社外取締役を選任することの促進を
図っていると説明されています。
　先ほどの327条の2ですが、定時株主総会で
の説明は株主からの質問を待たずに積極的に
口頭で株主に対して社外取締役を設置するこ
とが相当でない理由を説明する必要があるた
め、実務的には議長のシナリオに盛り込んで
議長が説明することとなります。事業報告や
株主総会参考書類の具体的な記載については、
平成27年6月総会の各社の招集通知の記載が参
考となります。
　経過措置の説明ですが、平成27年3月31日時
点で社外取締役が存在し、引き続き社外取締
役を選任する場合には、これらの改正会社法
の規定は特段問題となりません。
　次に、平成27年3月31日時点で社外取締役が
存在せず、6月総会で社外取締役を新たに選任
する会社については、社外取締役を設置する
ことが相当ではない理由の説明は比較的簡潔
なものでもよいという見解もあったことから、
各社ともに雛形的に、「当社は最近の状況に鑑
み、社外取締役を置くことを検討しておりま
したが、その選任議案を株主総会に提案する
には至っておりませんでした。本定時株主総
会において、株主総会参考書類に記載のとお
り、社外取締役の選任を提案しております」
というような記載にとどまっています。社外
取締役を選任していなかった上場会社の多数
は6月総会で社外取締役を新たに選任し、上記
のような記載をしています。
　問題は平成27年3月31日時点で社外取締役が

存在せず、6月総会でも社外取締役を選任しな
いこととした会社における説明内容です。改
正会社法施行規則74条の2第3項と124条3項は、
各社の事情に応じて記載しなければならず、
社外監査役が2名以上あることのみをもって、
社外取締役を置くことが相当でない理由とす
ることはできないと定めています。
　この点、立案担当者は、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ず、
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というような事情を
説明する必要があると解説しています。
　事業報告は期末の時点で社外取締役を置く
ことが相当でない理由を説明するもので、株
主総会参考書類は今期、将来にわたって社外
取締役を置くことが相当でない理由を説明す
るものとなります。
　したがいまして、厳密に言うと、事業報告
と株主総会参考書類では記載事項を変えるべ
きではないかと言えます。しかしながら、私
が6月総会を開催した上場会社の招集通知を確
認した中では、今回の総会でも社外取締役を
選任しなかった会社は事業報告も株主総会参
考書類もほぼ同一の記載をしている会社が多
く見られました。もっとも先ほどの、「各社の
事情に応じて記載する」という改正会社法施
行規則の条文を受けてか、各社とも会社の具
体的な事情を記載しているように見受けまし
た。
　例えば、以下の記載例です。

【製糖を主たる事業とするある会社の記載】

　当社は、大正8年の創立以来一貫して、日本で
は北海道のみで栽培される「甜菜」（ビート）を原
料とする砂糖生産およびその周辺事業を経営の
根幹とする企業であります。事業の専門性が高
く、その経営には長年の経験に基づく判断が重要
であり、業務に精通した者によって取締役会を構
成することにより、機動的で合理的な経営判断を
行うことができると考えております。気象条件に
大きく左右される原料甜菜耕作への対応、毎年異
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　これ以外の他社の事例を見ましても、昨今
のコーポレートガバナンスに関する情勢は理
解しているものの、当社の事業内容、その専
門性に精通し、かつ、独立性の高い社外取締
役が見つからないことや社外監査役がきちん
と効果的に機能していることを挙げている例
が多かったように思います。
　今後、記載事例は集積されていくと思いま
すが、今期で相当な数の上場会社が社外取締
役を選任することとしていることや法制審議
会会社法制部会の附帯決議を受けて改正され
た上場規則が取締役である独立役員を1名以上
確保する努力義務を課していること、平成27
年6月1日、上場規則の別添として盛り込まれ
たコーポレートガバナンス・コードの原則4-8
で独立社外取締役を少なくとも2名以上選任す
べきであると定められていることなどからす
れば、今後も社外取締役の選任が促進され、
いずれ社外取締役を置くことが相当でない理
由を事業報告や株主総会参考書類に記載する
会社は少数派となっていくものと予想されま
す。
　なお、改正会社法の附則25条は、「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経済情勢
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」と規定しています。
（2）  社外取締役および社外監査役の要件の

改正
①社外性要件の加重
　次は、社外取締役および社外監査役の要件
の改正です。改正会社法は社外取締役、社外
監査役の独立性を高め、監督機能を強化する
という観点から社外取締役および社外監査役
の社外性要件を加重しました。
　まず、自然人たる親会社等または親会社等
の取締役、執行役、使用人は社外取締役にな
れません。この「親会社等」とは、親会社に
加えて自然人たる支配株主など、例えば、会
社のオーナーを含む概念で改正会社法により
新設された概念です。
　また、親会社等の子会社等、いわゆる兄弟
会社の業務執行取締役、執行役、使用人はや
はり社外取締役になれません。こちらの「子
会社等」というものも子会社に加えて、会社
以外の者、自然人たる支配株主などに支配さ
れている一定の法人を含めた概念で改正会社
法により新設された概念です。
　さらに、取締役、執行役、重要な使用人、
自然人たる親会社等、それぞれの配偶者また
は2親等内の親族は社外取締役になれないこと
になりました。いずれも会社と親会社等との
利益が衝突する場面で親会社等の利益を追求
することがないように、親会社等と利害を共
通にする一定範囲の関係者を社外取締役から
除外することとしています。
　これらの社外性要件の加重は社外監査役に
ついても同様です。この加重により、現に選
任されている社外取締役や社外監査役が社外
性要件を満たさなくなる場合には経過措置が
適用されます。3月決算の会社であれば、平成
28年6月の定時株主総会までは従前の例、つま
り、加重されていない社外性要件によること
となります。しかし、それ以後、そのまま取
締役や監査役として存在する場合には、社外
ではなく、社内の取締役、監査役として取り
扱われることとなります。したがいまして、

講演録：会社法改正のポイント

なった条件下で行われるビート糖の製造など、当
社の特殊性をよく理解していなければ、実効性に
富んだ的確な判断はできないことから、社外取締
役を置くことにより取締役会の意思決定に支障が
生ずるのではと懸念しております。
　また、経営の監視機能等のコーポレートガバナ
ンスに関しては、2名の社外監査役が、客観的な
立場から取締役の意思決定の過程を監督し、さら
に取締役および従業員と適宜意見交換を行って
業務遂行を確認しており、有効にその機能を果た
していると考えております。
　したがいまして、現時点では社外取締役は選任
しておりませんが、「独立性の高い社外取締役」の
導入が強く求められる昨今の情勢を踏まえ、社外
取締役の起用について検討してまいりたいと思
います。
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社外取締役や社外監査役の員数に留意が必要
になります。
　施行日時点で社外取締役や社外監査役を選
任していない会社については、経過措置は用
意されていませんので、施行日後に選任する
場合には改正会社法の適用があるので注意が
必要です。
②社外性要件（過去要件）の緩和
　他方で改正会社法は、社外取締役および社
外監査役の過去要件（過去勤務要件と言った
りしますが）を見直しています。改正前は、
過去に1度でも自社または子会社の業務執行取
締役等であった者は社外取締役や社外監査役
となれないとされていました。
　しかし、いったん経営者の指揮命令系統に
属したとしても、10年も経過すれば経営者と
の関係も希薄になり（その意味でこの10年間
を冷却期間と呼ぶこともあります。）社外役員
として期待される機能を実効的に果たせるだ
ろうという議論から、過去に自社または子会
社の業務執行取締役等となったことがある者
でも、その後10年間が経過している場合には
社会取締役、社外監査役に選任できることと
しました。
　なお、社外取締役について、就任前10年以
内に自社または子会社の取締役、会計参与、
監査役であった者には、その就任前10年間、
自社または子会社の業務執行取締役等でなか
ったことが要求されます。また、社外監査役
については、就任前10年以内に自社または子
会社の監査役であった者には、その就任前10
年間、自社または子会社の取締役、会計参与、
執行役、支配人、その他の使用人でなかった
ことが要求されます。単純に就任前過去10年
間とは限らないので、この要件については注
意が必要です。
　経過措置は①と同様で、施行日時点で社外
取締役、社会監査役を選任している3月決算の
会社は、平成28年6月総会で社外取締役、社外
監査役を選任する場合に初めてこの緩和され
た過去要件が適用されることになります。

監査等委員会設置会社制度の
創設2

（1）はじめに
　改正会社法は、監査等委員会設置会社制度
を新設しました。現在、監査等委員会設置会
社に移行、または、移行を表明している上場
会社は200社を超えています。
　その意義ですが、監査等委員会設置会社と
は、「過半数を社外取締役として、取締役3名
以上で構成する監査等委員会が代表取締役の
業務執行を監査等するという機関設計を採用
した株式会社」をいいます。 図表1 のとお
り、監査等委員会は取締役会の中に位置付け
られます。監査等委員会は過半数を社外取締
役とし、取締役3名以上ですので、監査等委員
会のメンバーを3名とする場合には社外取締役
は2名、4名や5名とする場合には社外取締役は
3名必要となります。
　なお、改正前の委員会設置会社は、監査等
委員会設置会社と区別するため、指名委員会
等設置会社という名称に変更されています。
監査等委員会設置会社では社外取締役の設置
が義務付けられる一方で、監査役会設置会社
とは異なり、監査役は設置されません。また、
改正前の委員会設置会社とは異なり、指名委
員会、報酬委員会の設置は義務付けられてい
ません。
　これらの点から監査等委員会設置会社は、
監査役会設置会社と指名委員会等設置会社の

監査等委員会の位置付け図表1

取 締 役

監督 監査等（監査＋監督の一部）

取締役会

監査等委員会
3名以上の取締役

（過半数は社外取締役）
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中間的な機関設計として位置付けることがで
きます。
　なお、要綱段階では「監査・監督委員会設
置会社」という名称を用いていましたが、改
正会社法は「監査等委員会設置会社」に改め
ています。監査等委員は、監査等委員である
取締役以外の取締役の選解任や報酬等につい
ての意見陳述権や利益相反取引についての事
前の承認権限などの点において、監査機能に
とどまらず監督機能も担う反面、取締役会が
行う監督機能の全てを担うわけではないとい
うことを踏まえ、監査・監督という名称を用
いないこととしたと説明されています。
図表1 で右の矢印の「監査等」のかっこの中
で「監査＋監督の一部」と記載をしているの
はこのような趣旨です。
　また、証券取引所や海外機関投資家は社外
取締役複数名を有し、かつ、監査を担う者が
取締役会の議決権を有する機関設計である監
査等委員会設置会社に対して肯定的な評価を
していると指摘されており、上場会社で監査
等委員会設置会社への移行を検討している会
社は少なくないのではないかと思われます。
（2）改正前会社法の機関設計の問題点
　改正会社法の下で監査役会設置会社や指名
委員会等設置会社の機関設計を選択した上で
社外取締役を選任する場合について、それぞ
れ以下にご説明するような問題点が指摘され
ていました。
① 監査役会設置会社で社外取締役を選任する
場合
　監査役会設置会社は、取締役の職務執行を
監査する機関である監査役会を設置する株式
会社をいいます。大会社である公開会社は指
名委員会等設置会社を除いて、監査役会の設
置が義務付けられているということもあって、
我が国の上場会社の約98%は監査役会設置会
社となっていました。
　監査役会は監査役3名以上で、そのうち半数
以上が社外監査役である必要があるため、最
低2名の社外監査役が必要です。そこで監査役
会設置会社が社外取締役を新たに選任しよう
とする場合には、2名以上の社外監査役に加え

て、社外取締役となる人材を確保する必要が
生じます。この点に関して、社外監査役と社
外取締役はいずれも業務執行者から客観的に
独立した立場から会社経営を是正する役割を
担う機関であって、機能面からの重複感やコ
スト面からの抵抗感があるという指摘がなさ
れていました。
② 指名委員会等設置会社で社外取締役を選任
する場合
　指名委員会等設置会社とは、指名委員会、
報酬委員会、監査委員会の3つの委員会を設置
した上で業務執行を担当する執行役を設置す
る会社をいいます。会社経営の業務執行と監
督機能の分離が図られている点に特色があり
ます。
　指名委員会等設置会社は、構成員の過半数
が社外取締役で構成される指名委員会や報酬
委員会に経営陣の人事や報酬を委ねるという
ことへの抵抗感や社外取締役の負担感などか
ら、現状では広く利用されるに至っていませ
ん。日本取締役協会の公表資料によれば、我
が国の上場会社で指名委員会等設置会社を採
用する会社は、平成27年7月28日現在65社しか
なく、上場会社全体の約2%にとどまっていま
す。
　①や②のような改正前会社法の問題点を解
消するために新設されたのが監査等委員会設
置会社制度となります。
（3）監査等委員会の設置
　株式会社は定款の定めによって監査等委員
会を設置することができます。監査等委員会
は会社の規模、大会社か否か、会社の性質、
公開会社か否かにかかわらず設置することが
可能です。実際、上場会社で監査等委員会設
置会社に移行した会社で、同時に子会社も監
査等委員会設置会社に移行している会社もあ
ります。
　監査等委員会設置会社は取締役会の業務執
行者に対する監督機能の強化を目的とする機
関設計であるため、当然、取締役会の設置が
義務付けられています。また、監査等委員会
設置会社では監査機能を有する機関の重複を
避けるため、監査役を設置することができま
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せん。指名委員会等設置会社と同様に会計監
査人の設置が必要です。
（4）監査等委員の選任および報酬等の決定
①監査等委員の選任
　改正会社法は監査等委員の独立性を確保し
て、監査機能の実効性を担保するために、監
査等委員の選解任等の手続について、監査役
会設置会社における監査役の選解任等に関す
る手続に類似した規定を設けています。
ア　監査等委員の選任
　監査等委員会設置会社では、監査等委員で
ある取締役とそれ以外の取締役と区別して選
任しなければならないと定められています。
この趣旨は、監査役会設置会社では監査役と
取締役は別個に選任されるため、監査等委員
会設置会社でもこれを参考として、監査等委
員である取締役について監査等委員以外の取
締役からの独立性を確保したという点にあり
ます。
　6月総会で監査等委員会設置会社に移行した
会社の招集通知は、監査等委員でない取締役
の選任議案を「取締役（監査等委員である者
を除く）5名選任の件」とし、監査等委員であ
る取締役の選任議案を「監査等委員である取
締役3名選任の件」とし、議案においても監査
等委員である取締役とそれ以外の取締役とを
区別していました。
　監査等委員会設置会社では、取締役が監査
等委員である取締役の選任に関する議案を株
主総会に提出するには監査等委員会の同意を
得る必要があります。これは監査役会設置会
社において、監査役会の同意が必要であると
いう点と類似しています。
　監査等委員会が、取締役に対して、監査等
委員である取締役の選任を株主総会の目的と
すること、または、監査等委員である取締役
の選任に関する議案を株主総会に提出するこ
とを請求できること、監査等委員である取締
役の解任には株主総会の特別決議が必要であ
ること、監査等委員である取締役が株主総会
において、監査等委員である取締役の選任も
しくは解任または辞任について意見を述べる
ことができること、監査等委員である取締役

を辞任した者は辞任後最初に招集される株主
総会に出席して、辞任した旨、および、その
理由を述べることができること、これらは監
査役設置会社の監査役における規律に倣って
います。いずれも監査等委員でない取締役と
の独立性を確保するための規律となっていま
す。
イ　監査等委員の任期
　監査等委員である取締役の任期は、選任後2
年以内に終了する事業年度のうち、最終のも
のに関する定時株主総会の終結の時までとな
っています。任期は定款または株主総会の決
議によっても短縮することはできません。
　これに対して、監査等委員以外の取締役の
任期は、選任後1年以内に終了する事業年度の
うち、最終のものに関する定時株主総会の終
結の時までであり、定款または株主総会の決
議によって短縮することができます。監査役
設置会社の監査役の任期は4年以内とされてい
ますので、監査等委員の任期は監査役の任期
よりも短縮されていると言えます。
　これは監査等委員が取締役としての地位を
有し、経営事項の決定に関与する者であるた
め、経営に一切関与しない監査役と比較して
任期を短縮して、株主による監督を受ける頻
度を増やすことが適切であると考えられたた
めです。また、全取締役が2年以内に改選期を
迎えるため、役員構成の設計を柔軟に検討す
ることが可能となるというように、監査等委
員会設置会社のメリットとして挙げられるこ
ともあります。
②監査等委員の報酬等の決定
　監査等委員である取締役の報酬等は、先ほ
どの選任議案と同様に、それ以外の取締役の
報酬等とは区別して、定款または株主総会の
決議によって定めなければならないとされて
います。監査等委員である各取締役の個人別
の報酬等について、定款の定めまたは株主総
会の決議がないときは、当該報酬等は定款ま
たは株主総会の決議によって定められた報酬
等の総額の範囲内で、監査等委員である取締
役の協議によって定めます。従来の監査役の
報酬等の決定方法と同様です。
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　6月総会で監査等委員会設置会社に移行した
会社の招集通知を見ますと、監査等委員でな
い取締役の報酬等の議案については、「取締役
（監査等委員である者を除く）の報酬等決定の
件」とし、監査等委員である取締役の報酬等
の議案については、「監査等委員である取締役
の報酬等の決定の件」として、議案において
も監査等委員である取締役とそれ以外の取締
役を区別していました。従来の監査役の報酬
と同様に総額を決定していました。
　監査等委員である取締役の報酬等の総額を
従来の監査役の報酬等の総額と合わせる会社
とこの移行の機会に見直している会社とそれ
ぞれ散見されました。
（5）監査等委員会の権限等
①監査等委員会の組織
　監査等委員会では、常勤の監査等委員の選
定は義務付けられておらず、非常勤の監査等
委員のみで構成することも可能です。監査役
会設置会社と異なるところです。この点、会
社法制部会では常勤の監査等委員の選定を義
務付けることにより、監査等の実効性を高め
るべきか否かという点が議論されていました
が、改正会社法では常勤の監査等委員の選定
を義務付けるということは見送られました。
このように常勤の監査等委員の義務付けがさ
れていないことで監査等の実効性が確保され
るのか疑問だとして、監査等委員会設置会社
に対する批判の1つとして挙げられています。
　もっとも、『商事法務』（2067号6ページ）の
「監査等委員会設置会社という選択」と題す
る、施行日に監査等委員会設置会社に移行し
た2社の法務担当者が出席する座談会では、2
社とも常勤の監査等委員を任意に設置する予
定と述べていました。
　監査役会設置会社では常勤の監査役を設置
することが義務付けられており、その効用を
維持すべく、また、社外からの目を考慮する
などして、常勤の監査等委員を設置すること
としているのだと思います。監査等委員会設
置会社に移行する会社では、常勤の監査等委
員を設置することが多いのではないでしょう
か。

　なお、監査等委員会設置会社では常勤の監
査等委員の選定の有無およびその理由につき
ましては、事業報告において必要的記載事項
とされています。
②監査等委員会の職務・権限
 ・職務
　監査等委員会は具体的には、以下に掲げる
職務を行います。
ア　 取締役（会計参与設置会社の場合には取
締役および会計参与）の職務の執行の監
査および監査報告の作成。

イ　 株主総会に提出する会計監査人の選任お
よび解任ならびに会計監査人を再任しな
いことに関する議案の内容の決定。

ウ　 改正会社法342条の2第4項（監査等委員以
外の取締役の選解任・辞任に関する意見）
および、361条6項（監査等委員以外の取
締役の報酬等に関する意見）に規定する
監査等委員会の意見の決定。

 ・権限
　監査等委員会および各監査等委員はそれぞ
れ指名委員会等設置会社の監査委員会および
各監査委員が有する権限と同様の権限を有し
ています。監査等委員会が選定する監査等委
員はいつでも取締役（会計参与設置会社の場
合は取締役および会計参与）および支配人・
その他の使用人に対して、その職務の執行に
関する事項の報告を求め、または監査等委員
会設置会社の業務および財産の状況を調査す
ることができます。
　また、監査等委員会が選定する監査等委員
は、監査等委員会の職務を執行するため必要
があるときは、その会社の子会社に対して事
業の報告を求め、また、その子会社の業務・
財産を調査できます。この場合、子会社は正
当な理由がなければ報告または調査を拒むこ
とができません。
　これらの報告徴収権や調査権を行使する監
査等委員は、当該報告の徴収・調査に関する
事項についての監査等委員会の決議があると
きは、これに従わなければならないとされて
います。この点、監査役は独任制の機関であ
ったところ、監査等委員は監査等委員会の決
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定に従わなければならず、独任制ではないこ
とから監査の実効性が確保できるのかという
批判があります。
　先ほどご紹介した座談会では、2社とも、こ
の批判は理論上あり得るとしても、監査等委
員の誰かが取締役の職務執行について違法行
為があるのではないかという疑いを持ったと
きには、他の監査等委員に阻止されてしまう
という懸念は少ないだろうという理解を示さ
れていました。
　また、監査等委員会が選定する監査等委員
は株主総会で監査等委員である取締役以外の
取締役の選解任または辞任および報酬等につ
いて、監査等委員会としての意見を述べるこ
とができるという意見陳述権が与えられてい
ます。
　なお、監査等委員会設置会社において、取
締役が監査等委員である取締役以外の取締役
の選解任に関する議案を提出する場合、改正
会社法342条の2第4項の規定による監査等委員
会の意見があるときは、その意見の内容の概
要を株主総会参考書類に記載しなければなら
ないとしています。
　また、監査等委員でない取締役と会社の利
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
定である会社法423条3項が適用されません。
この規定は会社法改正の前後を通じて監査役
設置会社や指名委員会等設置会社には存在し
ないため、監査等委員会設置会社のみに認め
られた特有の規定であると言えます。
③監査等委員の報告義務
　監査等委員は取締役が不正行為やそのおそ
れがあると認められるとき、または、法令、
定款違反行為、著しく不当な事実があると認
めるときは、遅滞なくその旨を取締役会に報
告する必要があります。また、監査等委員は
取締役が株主総会に提出しようとする議案等
について、法令、定款違反または著しく不当
な事項があると認めるときは、その旨を株主
総会に報告しなければなりません。
④ 監査等委員による取締役の行為の差止め
　監査等委員は取締役が監査等委員会設置会

社の目的の範囲外の行為、その他法令もしく
は定款に違反する行為、または、そのおそれ
があり、それにより会社に著しい損害が生ず
るおそれがあるときは当該行為の差止めを請
求することができます。
（6）監査等委員会設置会社の取締役会の権限
　監査等委員会設置会社の取締役会は、原則
として監査役会設置会社の場合と同様、重要
な業務執行の決定を取締役に委任することが
できません。もっとも、監査等委員会設置会
社の取締役の過半数が社外取締役である場合、
もしくは、取締役会の決議によって重要な業
務執行の決定の全部または一部を取締役に委
任することができる旨を定款で定めた場合に
は、取締役会の決議によって取締役に重要な
業務執行の決定（改正会社法399条の13第5項
各号の事項は除きます）を委任することが可
能となります。
　この点が従来、形式的な付議事項に時間を
とられていたり、社外取締役の増加に伴い、
従来型の取締役会の付議基準が合わなくなっ
ている（例えば、支店の設置や重要な使用人
の人事といった事項は社内の人間でないと判
断がつかない）、といった問題を解消すること
ができるとして、監査等委員会設置会社への
移行のメリットとして挙げられています。
　一般に、重要な業務執行の決定の取締役へ
の委任が可能となるという点は、監査等委員
会設置会社のメリットとして挙げられていま
すが、各社のガバナンスの考え方により、定
款を変更するかどうかが検討されているよう
です。
（7）  監査等委員会設置会社への移行手続の

ポイント
①株主総会決議
ア　定款変更
　1つ目は定款変更が必要になります。定款変
更においては監査等委員会を設置する旨の規
定の新設、監査役や指名委員会等、廃止され
る機関等に関する規定の削除、重要な業務執
行の決定の委任に関する規定の新設、監査等
委員以外の取締役についての責任免除の規定
および責任限定契約の主体の改正に伴う責任
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限定契約の規定の新設・変更を検討する必要
があろうかと思います。
イ　 監査等委員である取締役の選任、報酬等
の決定

　監査等委員である取締役の選任および報酬
等の決定が必要となります。平成27年6月総
会では監査等委員でない取締役と監査等委員
である取締役の報酬等の総額に関する議案は
別々の議案として上程されています。
②登記
　次の事項を登記しなければなりません（改
正会社法911条3項22号）。
ア　監査等委員会設置会社である旨
イ　 監査等委員である取締役およびそれ以外
の取締役の氏名

ウ　 取締役のうち社外取締役である者につい
て、社外取締役である旨

エ　 改正会社法399条の13第6項の規定による
重要な業務執行の決定の取締役への委任
についての定款の定めがあるときはその
旨

③取締役会決議
　監査等委員会設置会社では「経営の基本方
針」が取締役会の決議事項とされています。
具体的に何なのかという点については、従前
項目として挙げられていたのは予算や中長期
経営計画といった項目でした。これらの項目
に、資本政策に関する基本方針、財務政策や
リスクマネジメントやITに関する基本方針を
加え、個別の業務執行の決定は取締役に大幅
に委ねることも考えられると指摘されていま
す（『商事法務』2067号32ページ）。
④関連する社内規程等の整備
　さらに、関連する社内規程等の整備が必要
です。監査役会設置会社からの移行では、監
査を行う機関が監査役会から監査等委員会と
なるため、監査等委員会規程や監査等委員会
監査基準・実施基準等の制定、内部監査部門
との関係の整備、常勤監査等委員の設置の有
無、ガバナンスについての意見陳述手順、利
益相反取引の承認体制等、監査等委員会の権
限に関連する社内規程等の整備について、検
討が必要になろうかと思います。

　取締役会規程も監査等委員会設置会社への
移行に伴い、その改定が必要になるかと思い
ます。特に定款で重要な業務執行の決定の委
任を認める旨を定めた場合には、権限分掌に
関する規程の整備が必要になろうかと思いま
す。実務的には、稟議、決裁手順の整備も必
要になろうかと思います。

会計監査人の選解任等に関する
議案の決定権限の委譲等3

　改正前会社法では、会計監査人の選解任、
不再任に関する議案の内容および報酬等の決
定は、取締役または取締役会の権限であり、
監査役または監査役会は当該議案等への同意
権および議案等の提案権ならびに報酬等への
同意権を有するのみでした。
　昨今、経営陣の粉飾決算を看過するといっ
た企業不祥事が発生し、会計監査人の会社に
対する監査の実効性が確保されていない場面
が生じています。このような企業不祥事を可
及的に防止するためには、会計監査人を選解
任する議案の内容の決定権限を、監査する側
の監査役や監査役会に付与することにより、
取締役の会計監査人に対する影響力を排除し、
会計監査人の独立性をより高める必要がある
とされました。そこで改正会社法は監査役設
置会社では、会計監査人の選解任ならびに不
再任に関する株主総会提出議案の決定権を監
査役または監査役会に付与することとしまし
た。

役員の責任限定契約に関する
改正4

　改正会社法は従前、責任限定契約を締結で
きる役員としては、社外役員、会計監査人、
会計参与に加えて、業務執行を担当しない非
業務執行取締役および社内の監査役を追加し、
責任限定契約を締結できる役員の範囲を拡張
しています。
　自ら業務執行に関与せず、もっぱら経営に
対する監査、監督を行うことが期待される者

講演録：会社法改正のポイント
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は自らの責任が発生するリスクというものを
十分にコントロールすることができません。
また、自ら業務執行に関与しない者であれば
責任限定契約を認めることとしても、任務懈
怠の抑止という観点からの弊害も小さいと考
えられます。
　そこで改正会社法は自ら業務執行に関与し
ない者については会社との間で責任限定契約
を締結して、あらかじめ自らのリスクを限定
する余地を認めることが適切であると考えて、
責任限定契約を締結できる役員の範囲を拡張
しました。6月総会におきましても、この改正
を受けて役員の責任限定契約に関する定款の
規定を改定する議案が提出されていました。

特定責任追及訴訟
（多重代表訴訟）制度の新設等5

（1）多重代表訴訟制度の新設
①多重代表訴訟制度の必要性
　我が国では平成9年の独占禁止法の改正によ
る持株会社が解禁され、また、平成11年の商
法改正により株式交換、株式移転といった制
度が創設されたことによって、大規模会社に
おける持株会社体制、いわゆるホールディン
グス体制を中心とした親子会社関係を基礎と
する企業集団の形成に伴い、親子会社関係を
有する企業が増加しました。
　親子会社関係にある場合、子会社の取締役
の任務懈怠により、当該子会社に損害を及ぼ
したことが親会社の損害につながる場合があ
ります。しかしながら、従来の株主代表訴訟
は責任追及の対象となる取締役が所属する会
社の株主のみが提起することができるという
訴訟です。したがいまして、親会社の株主は
子会社の取締役の責任を追及するために株主
代表訴訟を提起することはできません。
　また、親会社自身は子会社の株主として、
株主代表訴訟を提起して、子会社の取締役に
対して責任を追及することはできます。しか
しながら、親子会社間で取締役を兼任したり、
親会社の従業員が子会社の取締役や監査役に
就任していることがあります。このような場

合、親会社の取締役と子会社の取締役、監査
役との間に同僚意識や仲間意識が働き、親会
社が同一企業グループに属する子会社の取締
役に対する責任追及を差し控えるといった事
態が生じかねません。
　子会社の取締役に対する責任追及がなされ
ないと、子会社のみならず親会社に生じた損
害が回復されず、ひいては親会社の株主の利
益が害されることになります。そこで改正会
社法は、親会社の株主が当該親会社を代位し
て子会社の取締役に対して責任追及すること
ができる訴訟制度を新設し、親会社の株主の
保護を図ることとしました。
②原告適格
　改正会社法は多重代表訴訟の原告適格につ
いて、下記3つを要件としています。

ア　最終完全親会社等の株主
　まず、多重代表訴訟の原告適格は子会社の
最終完全親会社等の株主に限って認められて
います。改正会社法は最終完全親会社等とは
「当該株式会社の完全親会社等であって、その
完全親会社等がないものをいう。」と定めてい
ます。
　完全親会社等とは、100%親会社または子会
社等（株式会社に限られません）による間接
保有を含めて対象会社の100%株式を保有して
いる株式会社をいいます。典型的には次の
図表2 のA社のように、B社の株式を単独で
100%保有し、かつ、A社株式を100%保有する
株式会社が存在しない会社が最終完全親会社
等に該当します。
　また、完全親会社等は株式会社に限られる
ため、たとえA社の株式を100%保有する法人、
株式会社でない法人（例えば、持分会社）が
存在する場合でも株式会社でなければA社が
完全親会社等になるため、A社が最終完全親

 ・ 株式会社の最終完全親会社等の株主であること
 ・   最終完全親会社等の総株主の議決権の100分
の1以上の議決権または発行済株式の100分
の1以上の数の株式を保有していること

 ・（最終完全親会社等が公開会社の場合）その株
　 式を6ヵ月前から引き続き有すること
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会社等となります。
　また、 図表3 のA社のように、B社株式を
保有する完全子会社等、左側のC社、右側のD
社、E社と合わせてB社株式を100%保有する場
合もこのA社は最終完全親会社等に該当しま
す。要は、企業グループのトップに位置する
株式会社とイメージしていただければ分かり
やすいかと思います。
イ　少数株主権
　株主代表訴訟の提起については単独株主権
とされているのに対して、改正会社法は多重
代表訴訟の提起を一定の割合の株式を有する
株主にしか認めず、少数株主権としています。
ウ　継続保有要件
　原告適格は、最終完全親会社等が公開会社
である場合には、6か月前から引き続き先ほど
の割合以上の当該最終完全親会社等の議決権
または株式を有する株主に認められます。公
開会社でない会社の場合にはこのような継続

保有要件は設けられていません。
③特定責任
　多重代表訴訟は特定責任に係る責任追及の
訴えです。この特定責任については改正会社
法847条の3第4項に定められています。
　つまり、多重代表訴訟で追及を求める責任
の原因となった事実が生じた日において、最
終完全親会社等および完全子会社等が有する
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5分の1（これを
下回る割合を定款で定めた場合にはその割合）
を超える場合に多重代表訴訟を提起すること
ができるとされています。
　この要件は重要性基準とも呼ばれますが、
この重要性基準を定めた趣旨は、企業集団に
とって重要性の乏しい子会社については親会
社株主に与える影響も小さいということから、
多重代表訴訟の提起を企業集団にとって一定
程度の重要性を有する子会社に限定しようと
いう点にあります。
　また、帳簿価額を基準とした趣旨につきま
しては、帳簿価額という客観的かつ一義的な
数値を基準とすることで、多重代表訴訟を提
起することができる範囲を明確化するという
点にあります。
　例えば、 図表4 のように、最終完全親会社
等であるA社が総資産額1,000億円で60%のB社
株式、これがA社における帳簿価額が180億円
であるとします。これをA社が直接保有をし

典型的な最終完全親会社等

最終完全親会社等の例

図表2

図表3

重要性基準により多重代表訴訟を
提起し得る場合

図表4

講演録：会社法改正のポイント

B 社

A 社

A社株式を100％保有する株式会社が存在しな
い。100％保有する株式会社以外の法人があっ
ても、A社は最終完全親会社等。

＝ Ｂ社の最終完全親会社等

100％

B 社 B 社

C 社

D 社

E 社

A 社 A 社

C・D・E社は、株式会社以外の法人でも可。

A社はＢ社の最終完全親会社等

100％
100％

50％

50％

50％

50％ 50％

50％

B 社

F 社

A 社 （総資産額1,000億円）

F社における
帳簿価額120億円A社における

帳簿価額180億円

100％

40％

60％
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て、A社の完全子会社であるF社が40%のB社
株式、こちらはF社における帳簿価額が120億
円であるとしますが、これを保有していたと
します。
　この場合、A社とF社の保有するB社株式の
帳簿価額の合計は、A社においての180億円と
F社においての120億円を足しますと300億円と
なり、A社の総資産額である1,000億円の5分の
1の200億円を超えるため、A社の株主はB社の
取締役等を被告として多重代表訴訟を提起し
得ることとなります。
④多重代表訴訟を提起できない場合
　改正会社法847条の3第1項但書は、以下のア
およびイのいずれかに該当する場合は多重代
表訴訟を提起できないと定めています。
ア　 特定責任追及の訴えが当該株主若しくは
第三者の不正な利益を図り又は当該株式
会社若しくは当該最終完全親会社等に損
害を加えることを目的とする場合（同項1
号）

イ　 当該特定責任の原因となった事実によっ
て当該最終完全親会社等に損害が生じて
いない場合（同項2号）

　これらの事実については、多重代表訴訟の
被告となった子会社の取締役が当該事実の存
在を立証しなければならないと説明されてお
り、被告に立証責任があることになります。
⑤多重代表訴訟制度に関する実務上のポイント
　まず、多重代表訴訟は施行日以降にその原
因となった事実が生じた特定責任に適用され
ることになります。逆に言えば、施行日前に
生じた事実についての子会社役員の責任につ
いては適用されないことになります。
　また、企業グループにおいては、多重代表
訴訟の対象となる子会社がまずもって存在す
るか否かという点を確認する必要があります。
具体的には企業グループのトップの会社が最
終完全親会社等に該当する子会社を割り出し
て、完全子会社とか間接保有を含めて100%株
式を持っているというような会社があるかど
うか、このような会社を割り出した上で重要
性基準、すなわち、最終完全親会社等および
完全子会社等が保有する対象子会社の株式の

帳簿価額が最終完全親会社等の総資産額の5分
の1以上か否かというところを確認する必要が
あります。
　この確認を経て、対象となる子会社が存在
する場合には、当該子会社の役員構成や役員
賠償責任保険、D&O保険の被保険者の範囲の
見直し、保険料、役員報酬の見直し、保険料
の負担方法、親会社が負担するべきなのか、
子会社が負担するべきなのかというような点
を検討する必要があります。
（2）旧株主による責任追及等の訴え
　改正前会社法は、株主が責任追及等の訴え
を提起した後、訴訟係属中に株式交換、株式
移転、吸収合併または新設合併が行われた場
合に、当該株主が当該株式交換等または新設
合併の対価として、株式交換の後の完全親会
社または吸収合併存続会社等の株式を取得し
たときは、原告である当該株主が引き続き責
任追及等の訴え、すなわち、株主代表訴訟を
追行することができるという旨が規定されて
いました。
　改正会社法は、これを拡張して、株式交換
等の時点で責任追及等の訴えが提起されてい
ない場合も、株式交換等の前に責任追及等の
訴えで追及される責任の原因となる事実が被
告となる役員等に存在するときは、当該株式
交換等によって株式交換等を行った会社の完
全親会社の株主となる者は当該株式交換等の
後でも責任追及等の訴えの提起を請求するこ
と、および、自ら責任追及等の訴えを提起す
ることができる旨を定めています。
　 図表5 で説明をしますと、X株主はもとも
とA社の株主であるわけですが、株式交換に
よってB社の株主となった場合、株式交換によ
りB社がA社の完全親会社となって、そのB社
の株主となった場合、改正前会社法では株主
代表訴訟が係属中に株式交換が実施された場
合には引き続き株主代表訴訟で訴訟追行でき
たわけですが、株主代表訴訟提起前に株式交
換が実施された場合には株主代表訴訟は提起
できないことになっていました。
　これが改正後は株式交換実施後においても、
X株主はA社の旧株主として、A社の取締役に
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対して株主代表訴訟を提起することができる
ことになりました。

グループガバナンスに関する
改正6

（1）  企業集団内部統制システム構築義務の法
制化

　企業集団内部統制システムとは、当該会社
のみではなく、当該株式会社およびその子会
社からなる企業集団について、業務の適正を
確保するための体制をいいます。
　改正前会社法は、当該株式会社について業
務の適正を確保するための体制、いわゆる内
部統制システムの整備の決定を取締役会の決
議事項として定めるほか、大会社または委員
会設置会社、今で言う指名委員会等設置会社
では当該事項の決定を義務付けていました。
　また、当該株式会社ならびにその親会社お
よび子会社からなる企業集団における業務の
適正を確保するための体制については、会社
法施行規則に規定されていました。改正会社
法では、改正前は会社法施行規則に規定して
いた企業集団内部統制システムの整備の決定
が取締役会の決議事項であることについて、
法律である会社法において規定されています。
会社法への格上げともいわれます。
　ただし、改正前会社法施行規則100条1項5号
では、当該株式会社ならびにその親会社およ
び子会社からなる企業集団と定めていました
ところ、親会社の部分は格上げの対象に含ま

れていません。
　改正会社法施行規則100条1項5号は、次に掲
げる体制その他の当該株式会社ならびにその
親会社および子会社からなる企業集団におけ
る業務の適正を確保するための体制というよ
うに定めていまして、具体的には次のイから
ニの体制を掲げています。

　これら改正会社法施行規則100条1項5号につ
きましては、改正前会社法施行規則を具体化、
細分化して規定したとされています。改正前
にこれらの事項を内容とする内部統制システ
ムを十分に備えている場合には、改正を受け
てあらためて定めるとか改定をする必要はな
いと説明されています。
（2）  親子会社間における利益相反取引に関す

る情報開示
　親会社は子会社の取締役の選解任を通じて、
子会社の取締役に影響力を及ぼすことができ
ます。また、親会社が市場価値と比べて低い
価格で子会社の保有する不動産を買い取る場
合など、子会社の取締役が子会社の利益を犠
牲にして親会社の利益を図る事案がしばしば
生じているという指摘がなされていました。
　当初は親子会社間における利益相反取引に
よって、子会社が不利益を受けた場合におけ
る親会社の子会社に対する責任に関する規定
を設けるということも検討されていましたが、
親会社の責任を認めるための要件が不明確で

株式交換の例図表5

講演録：会社法改正のポイント

X株主は旧株主として
A社取締役に対して
株主代表訴訟を
提起できる。

B社

B社

A社 A社

X株主 X株主Y株主 Y株主

A社株式

B社株式

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者
（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等及び使用
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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あるということから、このような規定を設け
ることは見送られました。しかしながら、利
益相反取引に関する情報開示を充実させるこ
とによって、子会社の少数株主の保護を図る
ということについては全く異論はなかったと
いう状況でした。
　そこで子会社の少数株主保護という観点か
ら、会社法施行規則を改正して個別注記表等
に表示された親会社等との利益相反取引に関
して、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または取締役
会の判断およびその理由等を事業報告の内容
とする、また、これらについての意見を監査
役または監査役会の監査報告の内容とする旨
の規定が会社法施行規則に設けられました。

2 M&Aに関連する改正

キャッシュアウト1
　キャッシュアウトとはご承知のとおり、金
銭を対価として支配株主が少数株主の有する
株式の全部を少数株主の個別の承諾を得るこ
となく取得することをいいます。現金を対価
として会社から少数株主を閉め出すことをい
いますが、少数株主を会社から排除すること
によって、当該会社の完全子会社化を図るこ
とを目的として実施されます。
　キャッシュアウトには以下の3つのメリット
があるとされています。
 ・長期的な視野に立った柔軟な経営の実現
 ・  株主総会に係る手続を省略できることによ
る意思決定の迅速化

 ・  株主管理コストや株主総会等に係るコスト
の削減

　改正前は、キャッシュアウトを行うための
主な手法としては、①金銭を対価とする組織
再編、②全部取得条項付種類株式の取得、③
株式の併合、が挙げられていました。しかし
ながら、③株式の併合については、少数株主
保護の制度が欠けていたことから、実務上、

キャッシュアウトには用いられていませんで
した。
　また、①については、略式組織再編に該当
しない限り、株主総会の特別決議が必要とな
り、②についても、常に当該会社において株
主総会の特別決議が必要となるため、時間的、
手続的コストが大きいと指摘されていました。
（1）特別支配株主による株式等売渡請求
①制度の概要
　そこで、改正会社法はキャッシュアウトを
実施するための新たな手法として、特別支配
株主の株式等売渡請求という制度を創設して
います。株式会社の特別支配株主は当該株式
会社の株主（当該会社と当該特別支配株主を
除きます）の全員に対して、その有する会社
の株式の全部を特別支配株主に売り渡すこと
を請求できます。
　これを株式等売渡請求といいますが、本制
度によって株式等売渡請求ができるのは特別
支配株主に限定されています。特別支配株主
とは、ある会社の総株主の議決権の10分の9を
直接的または間接的に保有している者を指し
ます。
　特別支配株主の株式等売渡請求は対象会社
の株主総会の決議を要することなく、キャッ
シュアウトを実施するという点で、略式組織
再編の制度を利用する場合と共通しています。
そこで株主総会の特別決議が不要となる略式
組織再編の制度と平仄を合わせて、株式等売
渡請求をできる株主を特別支配株主に限定し
ています。
　特別支配株主は株式等売渡請求をする際に、
併せて対象会社の新株予約権を有する新株予
約権者の全員に対して、その有する新株予約
権の全部を売り渡すように請求することがで
きます。これを新株予約権売渡請求といいま
す。従来の全部取得条項付種類株式を取得す
る方法（②の手法）によりキャッシュアウト
を実施する場合には新株予約権を強制的に取
得できなかったため、キャッシュアウトを実
施した後に新株予約権が残存するおそれがあ
りました。
　これに対して、特別支配株主の株式等売渡請
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求制度は、キャッシュアウトの実効性の確保の
観点から新株予約権を売渡請求の対象とする
ことを認めています。新株予約権売渡請求が
認められたという点が本制度を利用してキャ
ッシュアウトを実施する場合のメリットの1つ
として挙げられています。
②株式等売渡請求の方法
　次に株式等売渡請求の方法ですが、特別支
配株主は改正会社法179条の2第1項各号に掲げ
る事項を定めて、株式等売渡請求を行う必要
があります。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て株
式等売渡請求をする旨、および、先ほどの各
号に掲げる事項を通知し、対象会社の承認を
受けなければなりません。対象会社が取締役
会設置会社の場合には、その承認をするか否
かの決定については取締役会の承認によるこ
ととなります。
　この対象会社の承認を株式等売渡請求の要
件とすることによって、キャッシュアウトの
条件について一定の制約を設けて、対象会社
の取締役または取締役会に特別支配株主の提
示した株式等売渡請求の条件が適切であるか
という点を検討させることとしています。
　この点は立案担当者の説明によれば、対象
会社の取締役は善管注意義務をもって株式等
売渡請求の条件等が適正と言えるか否かを検
討する必要があって、当該条件等が適正でな
いにもかかわらず承認をしたことによって売
渡株主等に損害を与えた場合には、対象会社
に対する善管注意義務違反を理由として、会
社法429条1項により、売渡株主等から損害賠
償責任を追及される可能性があると説明され
ています。
　対象会社はその売渡請求の承認をしたとき
は取得日の20日前までに改正会社法179条の4
第1項に従って売渡株主等に通知する必要があ
ります。この通知については、対象会社が公
開会社の場合には公告を以って代えることが
できるとされています。そのほか、対象会社
による事前開示手続や事後開示手続とか売渡
請求の撤回に関する規律が設けられています。

③売渡株主等の救済措置
　特別支配株主が株式等売渡請求をする際、
特別支配株主の定めた売渡株主等に対する対
価の金額が不適正である場合等、株式等売渡
請求が売渡株主等にとって不利益をもたらす
場合があります。そこで改正会社法は売渡株
主等に対して救済措置を用意しています。
　事前手続としては売渡請求等の差止請求や
価格決定の申立てを規定しており、事後手続
としては売渡株式等の取得の無効の訴えの手
続を新設しています。
（2）全部取得条項付種類株式の取得
　次に、改正会社法は改正後も全部取得条項
付種類株式の取得をキャッシュアウトに利用
するということを前提としまして、全部取得
条項付種類株式の取得に関して、組織再編と
同程度に株主への情報開示を充実させるとと
もに、取得価格決定の申立てに関する規律の
整備や全部取得条項付種類株式の取得に関す
る差止制度の創設等を行っています。
（3）  株式の併合により端数となる株式の買取

請求
　改正前会社法は株式の併合によって生じる1
株未満の端数について、端数の合計数に相当
する数の株式の売却等によって得られた代金
を端数に応じて株主に交付する旨を規定して
いました。
　もっとも、株式の併合によって生じた多数
の端数を売却した場合、当該株式の市場価格
の下落を招いたり、当該株式の売却先を確保
することが困難であること等から、端数株式
について適切な対価が交付されないおそれが
あると指摘されていました。
　そこで改正会社法は株式の併合によって多
数の端数が生じる場合に、当該端数の生じる
株主に対して適正な対価が交付されるための
手続を充実させるため、改正前会社法上の金
銭交付による端数の処理に加えて、株主が会
社に対して端数となる株式の買取を請求でき
る制度を創設しました。
　例えば、会社が10株を1株とするような株式
の併合をする場合には、25株を保有する株主
の株式は株式の併合によって2.5株となります

講演録：会社法改正のポイント
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が、この0.5株の端数について会社に対して買
取を請求できるということになります。その
ほか、価格決定の申立てや事前開示手続、事
後開示手続、株式の併合の差止請求というも
のが設けられました。
　いずれもキャッシュアウトによって排除さ
れる少数株主を保護しようという改正です。
今後は従前、使われていなかった株式の併合
や新制度である特別支配株主による株式等売
渡請求制度を含めて、キャッシュアウトを実
施する場合にどの手法によって行うのかとい
うことについて検討をすることが必要になろ
うかと思います。

親会社による
子会社株式等の譲渡2

　改正前会社法は、親会社が子会社の株式や
持分（以下、「株式等」といいます）を第三者
に譲渡する場合、親会社の株主保護を図るた
めの規制を設けていませんでした。
　もっとも、親会社が子会社の株式等を第三
者に譲渡し、当該子会社に対する議決権の過
半数を有しなくなる場合、親会社の株主から
見れば、親会社の事業部門の1つとして機能し
ている子会社を譲渡することに等しいと言え
ますので、実質的には親会社の事業の一部を
第三者に譲渡したという場合と異ならない効
果を及ぼすと言えます。
　そこで改正会社法は、親会社が子会社の株
式等を譲渡する場合に、譲渡する株式等の帳
簿価額が親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5分の1（定
款で下回る割合を定めた場合にはその割合）
を超えるとき、かつ、親会社が効力発生日に
子会社の議決権の総数の過半数の議決権を有
しないときには、効力発生日の前日までに株
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としました。
　要は、親会社の総資産額の20%を超える子
会社株式を第三者に譲渡し、譲渡することに
よって子会社から外れるというような場合に
は株主総会の特別決議が必要になるというこ

とです。また、反対株主による株式等買取請
求制度も設けられています。

組織再編における
株式買取請求等3

（1）反対株主の株式の買取口座の創設
　改正前会社法では、組織再編に対して反対
の意思表示をした反対株主は株式買取請求を
行った場合でも、当該株式買取請求に係る振
替株式を第三者に譲渡することが禁止されて
いるわけではありませんでした。その結果、
振替株式を譲渡し、株主でなくなることで事
実上、株式買取請求を撤回することが可能で
あるという点が問題だと指摘されていました。
　そこで振替法を改正し、株式会社が組織再
編等を行う際には、振替株式について反対す
る株主により株式買取請求がなされた場合に
備えて、買取口座を開設しなければならない
としました。
　また、株式買取請求を行った株主に対する
買取口座への振替申請義務や組織再編行為等
の効力発生日前の自己の口座への振替の禁止
等を定めることで、株式買取請求に係る振替
株式を譲渡できないようにして、会社の承諾
なく事実上株式買取請求を撤回することを防
止することにしました。
（2）株式等の買取の効力が生ずる時点
　改正前会社法は、組織再編等を行う会社に
対する反対株主の株式買取請求に係る株式や
新株予約権買取請求に係る新株予約権の買取
の効力が生ずる時点（効力発生日）を代金支
払時と定めている規定がありました。したが
いまして、組織再編等の実施に反対する株主
や新株予約権者または会社によって株式買取
請求または新株予約権買取請求について価格
決定の申立てがなされた場合、当該株主や当
該新株予約権者は買取代金を受領するまで株
主や新株予約権者の地位を維持することにな
ります。
　そのため、価格決定が出るまで長期間を要
した場合に、その間に開催された株主総会で
の議決権行使や剰余金配当の受領が可能とな
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り、とりわけ剰余金配当とともに法定利息を
受領することが二重の利得となるという指摘
がありました。
　そこで改正会社法は、株式や新株予約権の
買取の効力が生ずる時点を組織再編等の効力
発生日に変更することで、反対株主や反対新
株予約権者が買取代金を受領するまで従前の
地位を維持することがないようにしました。
（3）  株式等買取請求に係る株式等の価格決定

前の支払制度
　改正前会社法は、会社は株式等買取請求を
受けた場合に買取代金を支払うまでの利息と
して、年6分の利率による法定利息を支払わな
ければならないとしていました。
　これに対して会社は裁判所に対して価格決
定の申立てがあった場合も、当該法定利息を
支払わなければならず、価格決定手続が長期
化した場合にはその会社の法定利息の負担が
過大となる場合があると指摘されていました。
また、法定利息を求めんがために株式等買取
請求を行うなど、買取請求の濫用を招く原因
になっていると指摘されていました。
　そこで改正会社法は、株式等買取請求につ
いて価格決定の申立てがなされた場合には、
裁判所から価格決定がなされる前に会社が反
対株主や反対新株予約権者に対して一定額を
支払うことができる制度を設けて、当該一定
額に係る利息の負担を回避できるようにしま
した。
　この一定額というのは、条文上は会社が公
正な価格と認める額と表現されています。会
社として価格決定の申立てがなされたときに
この制度を利用するか否かという検討が必要
になろうかと思います。
（4）  略式組織再編、簡易組織再編等における

株式買取請求
　改正前会社法は、略式組織再編、略式事業
譲渡、簡易組織再編等の場合にも反対株主に
株式買取請求権を認めていました。しかし、
略式組織再編等における特別支配会社は反対
株主となることは想定されないので、このよ
うな株主には株式買取請求権を認める必要は
なく、また、株主に対する影響が軽微な簡易

組織再編等の場合には必ずしも株式買取請求
権を認める必要はないというように指摘をさ
れていました。
　そこで改正会社法は、略式組織再編等にお
ける特別支配会社を反対株主から除外し株式
買取請求権を認めず、簡易組織再編等におけ
る存続会社等、譲受会社の株主について株式
買取請求権を認めないほか、その通知の対象
から外すことにしました。

組織再編の差止請求4
　次は組織再編の差止請求につきましてご説
明をいたします。会社法は、会社がほかの会
社と合併や会社分割等の組織再編を行うこと
で組織を拡大したり、再編することを認めて
います。この組織再編について、法令や定款
違反が認められる場合には無効の訴えや総会
決議についての取消しの訴えを提起すること
ができます。しかし、これらの手続は適用要
件が厳格であって、あくまでも事後的な救済
手段なので、少数株主を保護するための手段
としては十分ではありません。
　そこで改正会社法は、法令、定款違反であ
って株主が不利益を被るおそれがある場合に
差止請求ができると定めました。なお、この
差止請求の要件は法令または定款違反に限定
されていまして、対価の不当性は含まれてい
ません。逆を言えば、法令、定款違反がなけ
れば差止請求は受けないということになろう
かと思います。

会社分割等における
債権者の保護5

（1）  詐害的な会社分割等における債権者の
保護

　詐害的会社分割とは、債務超過状態にある
会社が事業の継続を図るため、承継会社等に
対して優良な事業に関する権利義務の一部や
事業に必要な資産、今後事業を継続するに当
たって協力が必要となる一部の債権者に対す
る債務を承継させる一方で、元の会社に不要
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な資産と債務を残存させることで既存の債権
者の利益を害する会社分割をいいます。
　優良な事業や資産を承継した承継会社等に
債務が承継された承継債権者は、この会社か
ら債務の弁済を受けることができます。これ
に対して、承継会社等に債務が承継されなか
った残存債権者は、優良な事業や資産等を失
った元の会社からは満足な弁済を受けること
が期待できなくなります。
　改正前会社法の下では、会社分割について
債権者異議手続を設けており、異議を述べた
債権者は元の会社に対して債務弁済や担保提
供を求めることができます。しかし、債権者
異議手続によって異議を述べることができる
債権者は承継債権者のみであって、残存債権
者は異議を述べることができません。したが
いまして、詐害的会社分割が行われた場合に
は残存債権者に異議を述べる機会が付与され
ず、債権者保護として不十分でした。
　そこで改正会社法は、詐害的会社分割にお
ける残存債権者の保護規定として、詐害的会
社分割における残存債権者が吸収分割承継会
社または新設分割設立会社に対して債務の履
行を請求できることとしました。なお、事業譲
渡についても同様の制度が新設されています。
　これらの規定は分割会社が法的倒産手続に
至った場合には残存債権者は権利行使できな
いとされていまして、現在、倒産法の分野で
倒産手続に至った場合にはどのような規律を
設けるべきかというところが議論になってい
ます。
（2）分割会社に知られていない債権者の保護
　会社法では分割会社の債権者が会社分割に
異議を述べることのできる場合には、分割会
社は債権者が一定期間内に異議を述べること
ができる旨を公告し、かつ、異議を述べるこ
とができる債権者であって、分割会社に知ら
れているものには各別の催告をすることを要
求しています。
　また、この公告を官報公告に加えて、日刊
新聞紙面上もしくは電子公告によって行う場
合（これをダブル公告や二重公告と呼んだり
します）には不法行為債権者を除いて、各別

の催告は必要ないとされています。そこで吸
収分割または新設分割について異議を述べる
ことのできる債権者のうち、各別の催告をし
なければならないもの（二重公告を行う場合
には不法行為債権者に限られます）が各別の
催告を受けなかった場合には、分割会社また
は承継会社等の双方に対して債務の履行を請
求できました。
　改正前会社法の下では、債権者が分割会社
に知られていない場合は、分割会社は各別の
催告をすることを要しないとされていますの
で、当該債権者は官報公告のみが行われた場
合に各別の催告を受けなかったときも、吸収
分割契約または新設分割計画の内容に従って
分割会社または承継会社等のいずれか一方に
対してしか債務の履行を請求できません。
　また、会社に知られている不法行為債権者
に対しては各別の催告が必要となり、この不
法行為債権者が催告を受けなかった場合には、
その双方に請求できるのに対して、会社に知
られていない不法行為債権者はいずれか一方
に対してしか履行請求できません。
　しかし、分割会社に知られているか否かと
いう分割会社側の事情によって、保護の程度
に差異を設けるのは合理的でないと考えられ、
改正会社法は、分割会社が官報公告のみをし
た場合は、各別の催告を受けなかった債権者
は吸収分割会社に知られているかどうかにか
かわらず、双方に対して債務の履行を請求で
きるとしました。
　また、不法行為債権者保護の観点から、分
割会社が二重公告をした場合には各別の催告
を受けなかった不法行為債権者については双
方に対して債務の履行を請求できるとしまし
た。

3 資金調達に関連する改正

支配株主の異動を伴う
募集株式の発行等1

　改正前会社法は、公開会社は募集株式の発
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行等を取締役会の決議によって行うことがで
きるとしていました。その結果、取締役会が
選択した特定の者に株式を割り当て、当該株
主を支配株主とすることが可能となって、募
集株式の発行等の実施前の既存株主の持株比
率の低下を招いて、既存株主の利益が損なわ
れるという批判がありました。
　そこで改正会社法は、引受人とその子会社
等が有することとなる議決権の数が総株主の
議決権の数の2分の1を超える場合、つまり、
支配株主が変わるという場合には株主に対す
る通知または公告を要するとした上で、通知、
公告後2週間以内に総株主の議決権の10分の1
以上の議決権を有する株主が反対する旨を通
知した場合には、事業の継続のため緊急の必
要があるときを除いて、株主総会の普通決議
による承認が必要となるという規律を採用し、
既存株主の利益の保護を図ることとしていま
す。

仮装払込みによる募集株式の
発行等2

　改正前会社法は仮装払込みをした場合の関
与者の責任について何ら定めていませんでし
た。改正会社法は、募集株式の発行等におけ
る出資等について、実際に出資や払込みをし
ていないにもかかわらず、出資や払込みを行
ったと仮装した場合の仮装出資や仮装払込み
に関与した者の責任を定めています。これら
の責任を定めることによって、会社が募集株
式等に係る資金を確保できるようにしたとい
うことです。この責任は株主代表訴訟の対象
にもなります。

新株予約権無償割当てに関する
割当通知3

　割当通知の日に関連して、もともと約2.5か
月を必要とするところが新株予約権無償割当
てによる資金調達の支障になっているという
指摘を受けて改正しました。これによって、
新株予約権無償割当てによる資金調達を完了

する期間が約1.5か月間と短縮されたといわれ
ています。ですので、新株予約権無償割当て
によって資金調達を実施するという件数も増
えていくのではないかと予想されています。

4 その他の改正事項

株主名簿等の閲覧等の請求の
拒絶事由1

　これは判例法理で固まっていたところを改
正したものですが、改正会社法は株主名簿お
よび新株予約権原簿の閲覧謄写請求の拒絶事
由から、改正前にあった、「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」
という文言を削除しました。

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

　改正会社法は、株式会社が募集株式を発行
するときに総数引受契約を締結する場合、当
該募集株式が譲渡制限株式のときには会社は
定款に別段の定めがある場合を除いて、株主
総会の特別決議、取締役会設置会社の場合に
は取締役会の決議による承認が必要となると
定めています。また、これは募集新株予約権
の発行についても同様の規定が設けられてい
ます。

監査役の監査の範囲に関する
登記3

　改正会社法は監査役設置会社が監査の範囲
を会計に関するものに限定する旨の定款の定
めを設けている場合には、その旨を登記事項
に追加する旨を定めています。これは監査役
の監査の範囲が限定されているか否かによっ
て、会社法の規律が変わってくるため、登記
上も明らかにして、それを公示すべきだろう
という点から改正されています。
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※任意売却以外でも相続に伴う不動産の売却等、なんでもお気軽にご相談ください。

▲ ▲

不動産査定 任意売却

担当／川北  センチュリー21サンキュー産業 
0120-21-8668 

■宅建業／東京都知事免許（6）第62040号　■（社）全日本不動産協会会員　■（社）不動産保証協会会員
センチュリー21加盟店サンキュー産業株式会社
〒143-0023  東京都大田区山王2-3-15 山王MDビルディング　TEL.03-5718-6600 FAX.03-5718-6601

住まい選びの、プロフェッショナル 

サンキュー産業 

http://www.c21sankyu.co.jp 
kawakita@c21sankyu.co.jp 

不動産査定
■首都圏を中心に無料で対応
■裁判所に提出する査定書の作成

任 意 売 却
■抵当権者との交渉
■居住者の転居

その他、すべて
お任せください！

発行可能株式総数に関する規律4
　株式の併合を行う場合、非公開会社が公開
会社となる場合や新設合併等によって株式会
社を設立する場合について、発行可能株式総
数に関する規律が設けられています。

特別口座の移管5
　特別口座とは振替法等の規定に基づいて、
株式に関する権利を保全するために株式会社
が振替機関等に開設する口座をいいます。従
来の振替法には特別口座を移管して、1つの振
替機関等に集約するための根拠規定が存在し

ませんでした。
　しかし、同一の銘柄の振替株式について、
複数の振替機関等に特別口座が開設される事
態が生じた場合、特別口座を移管して1つの振
替機関等に集約できれば、株式に関する権利
の管理事務が円滑となり、会社にとって便宜
と言えます。そこで整備法は振替法上に規律
を設けることによって特別口座の移管のため
の根拠規定を設けることとしました。
　以上、今般の会社法改正について網羅的に
ご説明してまいりました。本研修が少しでも
皆様の改正会社法の理解について一助となれ
ば幸いです。 
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