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会社法（平成18年施行）は、平成26年会社法改正（以下、「改正法」という）に

よりかなり大きく改正された（同27年�月施行）。改正法により、新たな制度が

多く新設されたが、会社訴訟・仮処分に関係するものも少なくない。そこで、

改正法に伴う新たな内容を追加することにしたが、それ以外の部分についても、

再検討し補足することにした。

近年、組織再編、特に会社分割に対する関心が高まっているが、それに対す

る問題点も顕在化している。また、組織再編や全部取得条項付種類株式を用い

た少数株主の排除が多くなっているが、それとの関係でも、少数株主保護の必

要性が認識されるに至っている。そこで、会社訴訟・仮処分も株主総会の決議

取消訴訟、新株発行差止仮処分などの従来型の訴訟だけでなく、現代型訴訟も

増加していることから、それに対応する必要がある。

時代が平成に入り会社をめぐる法律関係が大きく変化するにあわせ、多くの

新制度が採用されたが、改正法も多くの規定を新設している。改正項目は会社

法全体に及んでいるが、会社訴訟・仮処分に関係する規定も多く新設された。

会社訴訟・仮処分に直接関係する改正法の規定は、①株主総会の決議により

株主資格を失った者に、当該決議の取消しの訴えの提訴権を認め、②株式交換

等に伴う旧株主による責任追及等の訴えの新設、③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）の制度の創設、④組織再編等（合併、

会社分割、株式交換等）により不利益を受ける株主の事前的救済措置として差

止請求権を認め、⑤特別支配株主の売渡請求に対する、売渡株主による売渡株

式等の取得に対する差止請求、⑥濫用的会社分割について、分割会社の債権者

は承継会社に対し請求できるとする保護規定の新設、⑦内部統制システム関係

の再整備などである。そこで、これらについて検討と解説をした。

次に、旧商法当時に形成された会社訴訟・仮処分に関する論議や基準につい

て、会社法の下で見直す必要が生じた。たとえば、株式の名義書換や株主権行

使関係の訴訟と仮処分は、従来、株券の発行を前提とした論議であったが、会

社法は株券不発行を原則としたことに加え、上場会社等の株券振替制度の採用

会社については異なる取扱いがなされているから、これを踏まえて再検討する
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必要がある。取締役の責任と監視義務違反の責任についても、現在では、個別

的な任務懈怠責任から、内部統制システムの構築義務等違反の責任として問題

とされており、これに対応する必要がある。このように、会社法をめぐる変動

は大きく、会社訴訟・仮処分もそれに対応することが必要となった。

さらに、金融商品取引法、独占禁止法、労働法など広く関係法令がかかわる

ことから、それらを含めて検討する必要がある。また、平成29年の改正民法

（民法の一部を改正する法律。法律第44号）に係る整備の関係で、同年商法・会社

法改正が行われたので必要部分に触れた。

さらに会社訴訟・会社仮処分は民事訴訟法の手続に従ってなされるが、交錯

部分が多いことから、手続法との整合性の確保が重要である。会社訴訟は、証

拠が会社に偏在する訴訟であることから、原告が事実と証拠を確保することは

容易ではない。会社法には各種会社文書（書類）の閲覧権等が規定されている

が、それを実現するためには、民事手続法によらなければならない。

会社が会社書類の閲覧等請求に応じない場合、株主は仮処分によることが必

要であり、これは提訴の準備段階で極めて重要である。提訴後においては、閲

覧できる会社書類（文書）を文書提出命令の申立てにより入手できるほか、民

事訴訟法は文書提出義務を広く認めているのでそれによることになる。

会社訴訟においても、民事訴訟法上の証拠収集方法によることから、民事訴

訟法上利用しうる証拠収集方法を解説した。また、会社仮処分の多くは満足的

仮処分であることから、満足的仮処分と保全の必要性の判例理論にも触れた。

今回の改訂については、民事法研究会の安倍雄一氏、竹島雅人氏に大変お世

話になったので感謝申し上げたい。

2019年�月

新 谷 勝
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旧商法は、個別的に訴訟規定を設け、提訴の要件や効力について定めていた

が、解釈上、多々の問題点が残されていた。これに対し、会社法（平成17年�

月29日成立、同18年�月�日施行）は、第�編第�章に会社の組織に関する訴訟

の規定を設け、類型ごとに提訴の実体要件に加えて、訴訟管轄・訴訟当事者・

会社を代表する者・判決の効力などの訴訟手続要件を設けている。もとより、

会社法に根拠を有する訴訟はこれに限られるものではない。

本書は、これを受けて、会社法上の訴えについて、訴訟類型ごとに会社法上

の問題点と訴訟手続とを融合させ、会社法と手続法の両面から検討し、会社法

上の主要な紛争について解決を図ることを目的とするものである。会社法と手

続法上の現在における理論上および実務上の重要論点を、可能な限り取り上げ

た。

会社訴訟には多くの類型が考えられ、主要な会社訴訟について類型ごとに検

討するが、まず、総論として第�編において、会社訴訟の特徴、構造を検討し、

次いで、会社を代表する者がだれであるかなど会社訴訟の基礎を中心に検討し、

会社仮処分の特殊性などの基本的問題点を取り上げる。そして、各論として第

�編において、株式会社に関する多くの訴訟類型のうちから、主要な訴訟を選

び個別検討の対象とした。

ところが、会社法律関係をめぐる争いの多くは、実際上、仮処分により決着

することが多い。すなわち本案訴訟以上に仮処分は重要な意味をもつから、仮

処分を必要とする重要事項につき、会社仮処分として解説することにした。従

来、本案訴訟と仮処分訴訟を切り離して説明する形態が多いが、類型ごとの会

社訴訟との関係で仮処分を検討することが必要であるから、本書は、本案訴訟

を類型ごとに各種訴えとしてまとめ、それにあわせ、関連仮処分を検討するこ

とにした。そして、単に、抽象的に解説するだけでなく、現実に問題となり、

または問題となる可能性のある論点を中心に検討し、判例と裁判例もできるだ

け取り入れるように心がけた。また、主要訴訟と仮処分の類型については参考

書式を掲げた。

近年、会社訴訟・仮処分として、従来型のものに加え、M&A関係の争い、
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特に敵対的買収の多発とそれに対する防衛策に関する訴訟（仮処分）に関心が

集まっているが、近時、わが国最初の新株予約権を用いたライツプラン型の防

衛策が発動され、敵対的買収防衛策をめぐる訴訟が本格化した。そこで、第�

編として、従来型の会社訴訟類型のほかに、M&A関係訴訟と仮処分の問題に

ついても言及した。

なお、本書は、会社法の研究者・会社法に関心をもつ実務家に向けた解説書

であるが、法科大学院の教材として用いることも可能とした。また、本書では

株式会社における訴訟と仮処分を対象とすることから、とくに断わらなければ、

会社とは株式会社を指している。

本書の刊行にあたっては、民事法研究会編集部の安倍雄一氏に大変お世話に

なったので、厚くお礼を申し上げる。

2007年�月20日

新 谷 勝
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第�章 株主総会と仮処分

� 株主総会開催禁止・決議禁止の仮処分

⑴ 株主総会開催禁止・決議禁止の仮処分の問題点

� 仮処分の必要性

違法な決議がなされるおそれのある場合に、それを事前に阻止するためには、

仮処分手続による必要がある。違法な決議とは、招集権者でない者による招集、

総会の招集手続または決議方法が法令・定款違反または著しく不公正な場合、

特別利害関係がある者が決議に参加する場合、株主でない者の決議参加または

正当な株主を決議に参加させない場合などであり、決議内容の法令・定款違反

とは、総会の決議事項でないことを決議した場合、決議内容が違法な場合であ

る。

株主総会の決議に瑕疵があり違法な場合でも、確定判決により決議の効力が

否定されるまでは、効力を有するものとして取り扱われ、少なくとも決議は有

効であるとの外観を呈している（決議の無効・不存在の場合は、当然に効力が認

められないから、どのような方法でも主張できるといってみても、決議の効力を否

定し、決議があったとの外形を画一的に除去するためには、判決によらざるを得な

い）。いかに瑕疵のある決議でも、いったん決議され、あるいは決議されたと

の外観を呈した場合は、判決によらなければ、それを覆すことは容易ではない。

たとえば、取締役の選任（就任）登記のように、決議が有効になされたとして、

商業登記簿に登記（記録）されると（会社907条、商登�条の�第�号）、それを

中心に法律関係が形成されるばかりか、登記を抹消することも容易ではない。

総会決議の効力を争い、これを本案として決議に基づく執行の停止の仮処分、

取締役の職務執行停止の仮処分によることができるが、総会開催前または決議

前から違法な決議がなされ、その効力が否定される可能性が認められる場合に、

それにより不利益を被るおそれのある者は、決議がなされることを事前に阻止

するために、総会の開催禁止または決議禁止の仮処分を必要とする。

しかし、この仮処分は会社の総会開催権限、総会決議をする権能を一時的に
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はく奪する満足的仮処分であり、その効果は対世的に生ずるばかりか
1

、総会期

日後に仮処分を取り消しても原状回復は不可能である。

多くの場合、決議の効力を否定するためには、決議訴訟（決議の無効・不存

在確認、取消訴訟）の判決確定を待たなければならないから、それは長時間を

要するばかりか、その間違法状態が継続することは好ましくない。そこで、総

会開催禁止、決議禁止の仮処分により、決議がなされることを事前に阻止する

必要がある。仮処分が認められるのは、このまま株主総会を開き決議をすれば、

決議の無効事由や取消事由が存在すると認められる場合である。

もとより、総会開催禁止、決議禁止といっても、特定の株主総会または特定

の決議事項（議案）について決議を禁止するものであり、一般的な禁止を意味

するものでないことはいうまでもない。決議禁止の仮処分は、特定の決議を禁

止するものであるが、総会開催禁止の仮処分は、株主総会の開催自体を禁止す

るものである。

そして、会社法が具体的な差止めを認めている場合は、それを根拠に差止仮

処分を申請すべきであり、かかる場合には、決議禁止の仮処分によるべきでは

ない。

� 仮処分の許容性

総会開催禁止の仮処分は、株主総会の開催自体を禁止するものであるが、こ

れに対しては、株主総会の開催を禁止しなくても、特定の決議の禁止または決

議の効力を停止すれば足りるのではないかという指摘のほか、この種仮処分に

は理論的な問題点があるとして、許容性そのものを否定する見解がある。

消極説は、株主総会招集手続に違法があるとして、総会開催禁止の仮処分を

認めることは、仮処分の目的を超越するとか（大阪高判昭和38・5・29判時342号

16頁）、決議後に決議取消しの訴えを提起できるにしても、決議以前に総会開

催自体の禁止を求めることは、本案の目的を超えることになるばかりか、決議

取消請求権はこの種仮処分の本案となり得ない（東京高判昭和62・12・23判タ

685号253頁）ことを論拠とする。

しかし、会社の株主総会開催権を制限することになるが、決議前の仮処分で

� 株主総会開催禁止・決議禁止の仮処分
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あるから決議の瑕疵を本案訴訟とできず、被保全権利は、当該総会の開催をし

てはならないとの差止請求権または妨害排除請求権であると考えれば、この種

仮処分は認められると考えられる。株主総会の決議事項の全部について、決議

を禁止するのであれば、株主総会を開いてみてもおよそ意味がないから、総会

の開催を禁止するほうが合理的である。

①総会開催禁止の仮処分によるか、②総会決議の禁止の仮処分によるかの選

択の基準であるが、瑕疵が一部であるか全部であるかによる。①はすべての議

題との関係で違法の瑕疵があるから、総会開催自体を禁止するのに対し、②は

一部の議題に違法の瑕疵がある場合であるから、総会開催を禁止する必要はな

いとするのである。

そうすれば、決議事項が�つの場合はいずれの仮処分も可能であるが、決議

事項の全部を禁止すれば、総会開催禁止の仮処分と実質的には変わらないこと

になる。実際には、すべての議題または議案が違法であることは少なく、特に

定時株主総会においては、すべての議題または議案が違法であるとされる場合

はまず考えられない。そこで、上記基準は必ずしも明白でない。

そこで、総会招集手続に重大な瑕疵があり、総会を開催して決議してみても、

とうてい総会決議とは認められないとの瑕疵がある場合（決議の不存在）は総

会開催禁止の仮処分によることになるが、決議の内容に法令違反、取消事由が

ある場合は決議禁止の仮処分によるべきであろう。

株主による、取締役の違法行為差止請求権（会社360条）を本案として、臨時

株主総会の開催禁止の仮処分が申請された場合について、総会開催禁止仮処分

申請自体は適法なものと認めたが、株主総会が開催されることによって、会社

に回復困難な重大な損害を被らせることについて疎明がなく、また株主総会の

開催を禁止する緊急の必要性についての疎明もないから、旧商法272条（当時）

および民事保全法23条�項の要件を欠くとして仮処分申請を却下した事例があ

る（東京地決平成17・11・11金判1245号38頁）。

決議に基づく取締役の違法行為に対する差止請求権（会社360条）を被保全権

利として、総会の開催または総会決議の差止めを求めることができると解され

ている。しかし、取締役の違法行為の差止請求権は、株主が会社のために、会

社に代わって会社の権利を行使するものであるから（株主代表訴訟と同様の構造
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である）、債務者は会社ではなく、招集者たる取締役となる。

また、会社自身が差止めをすることができることを前提とするから、会社が

代表取締役による総会開催または総会決議の差止めを求めることができるのか、

当該総会決議により会社に著しい損害または回復できない損害が生ずるのか、

債権者となるのは�カ月前から引き続き株式を有する株主に限られるなど（会

社360条�項・3項）、違法行為の差止請求権を被保全権利とすることには検討

課題が残されているといえよう。

決議禁止の仮処分は、当該総会における決議事項が複数ある場合に、その一

部についての決議を禁止するものである。

定時株主総会の場合は、決議の全部を禁止することはまず考えられないが、

臨時株主総会の場合については十分に考えられる。決議の全部を禁止する場合

は、総会開催禁止の仮処分の申請によるべきであろう。

� 仮処分の発令の時期と効力

総会開催禁止・決議禁止の仮処分は差止仮処分の性質を有し、違法・不当・

不公正な決議がなされることを防止するものであるから、株主総会期日までに

仮処分が発令され、債務者である会社に送達されなければならない。送達によ

り禁止の効力が生じ、単に、会社に対し不作為義務を課すのでなく、株主総会

の開催または決議をしてはならないとの仮の地位が形成されることから、会社

は株主総会の開催または決議をなし得なくなる。

招集通知から株主総会期日までの期間は�週間である（非公開会社の場合は

�週間前であるが、取締役会非設置会社の場合は、さらに定款により短縮できる）

から（会社299条�項）、この短期期間内に仮処分を申請し、仮処分命令が発令

されなければ、債権者は目的を達成することができない。反対に、仮処分命令

に対し債務者が異議を申し立てても、株主総会期日までに仮処分が取り消され

なければ、株主総会の開催または決議をなし得ないことになる。

株主総会期日が経過すると仮処分は目的を達する。そこで、この種仮処分は、

本案の内容を実現する満足的仮処分であって本案付随性は観念的なものである。

しかも、株主総会期日が経過すると、招集通知の効力は消滅し、仮処分の効力

も実質的に消滅するばかりか本案自体も意味を失う。そこで、株主総会期日後

に保全異議、本案の起訴命令などで仮処分の取消しを求めてもあまり意味がな
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い。もとより、仮処分命令は形式的には存在するから、仮処分の取消しという

問題は生ずる。この点、株主総会期日後にも異議の利益を認め、株主総会期日

後は仮処分を求める利益がないとして、仮処分命令を取り消し、仮処分申請を

却下した事例があるが（大阪高判昭和32・1・24下民集�巻�号88頁）、株主総会

期日後に仮処分命令を取り消してみても意味がないから、株主総会期日後の仮

処分の事後処理と理解すべきである。

⑵ 仮処分の審理と仮処分命令の発令

� 被保全権利（本案訴訟）と保全の必要性

� 被保全権利

総会開催禁止・決議禁止の仮処分は、決議の瑕疵を争う決議訴訟を本案とし

て申請するものではない。また、募集新株の発行差止め（会社210条）、取締役

の違法行為の差止め（同法360条�項）のように、会社法上に明白な根拠規定が

ある場合とは異なり、本案訴訟（被保全権利）が何であるかは明白ではない。

この点、被保全権利は、法令・定款に違反する株主総会が開催され、決議がな

されることを防止するために、株主総会の招集者に対しては、株主総会を開催

してはならない、会社に対しては、当該決議をしてはならないことを求める差

止請求権ないし不作為請求または妨害排除請求権であると解されている
2

。そう

すれば、本案訴訟を予定しない仮処分と理解することも可能である。

上記請求権を被保全権利とする場合、かかる請求権を認め実体法上の根拠と

して、これを取締役の違法行為の差止めの規定（会社360条、旧商272条）の類

推適用に求める見解がある。この見解は、株主総会が権限のある者によって招

集された場合でも、株主総会の招集手続に瑕疵があり、または法令・定款違反

あるいは著しく不公正な決議がなされるおそれがある場合も、旧商法272条

（当時）の取締役の違法行為の対象となるから、株主には、招集者が取締役で

ある場合は同条により差止請求権が認められ、招集者が取締役でない場合も同

条の類推適用により差止請求権が認められるとする
3

。また株主総会が招集権限

のない者によって招集された場合は、本来の招集権者は、自己の招集権限に対
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する妨害排除請求権として総会開催禁止の仮処分を申請できるとしている
4

。

本来の招集権者が、妨害排除請求権として総会開催禁止の仮処分を申請する

ことは考えられるが、多くは株主による仮処分申請であろう。しかし、取締役

の違法行為の差止めの場合のように、取締役の違法行為により、会社に著しい

損害が発生するおそれがあるという要件はあてはまらない。そこで、端的に、

健全な会社運営に係る株主の利益を根拠として、これに対する妨害排除請求権

を被保全権利とすべきであろう。

	 審理期間と保全の必要性の判断

被保全権利は、違法または不当な決議がなされるおそれに対する妨害排除請

求権であるが、保全の必要性は、違法または不当な決議がなされることにより、

株主等に重大な損害または不利益が生じるおそれがあり、後に決議の瑕疵を争

ったのでは目的を達しないという緊急性が存することである。

この種仮処分は、会社をはじめ株主その他の会社関係人の利害に関係し、重

大な影響を与えるばかりか、実際上、仮処分により決着がつくことが多いこと

から、慎重な審理と厳格な疎明が要求される。しかし、株主総会期日までの�

週間以内という切迫した期間内で仮処分の申請がなされ、しかも、この期間内

で審理し、仮処分の発令判断をしなければならない。さらに、非公開会社の場

合は招集通知期間が短縮されていることから、仮処分の申請は実際上不可能に

近い。

株主総会期日の直前に仮処分が申請された場合でも、裁判所は債務者が立会

うことができる審尋期日を設けなければならず、審尋期日を設ける余裕がない

場合や裁判所が十分に審理できないような場合は、疎明不十分として申請が却

下されてもやむを得ない。仮処分が発令されるためには、保全の必要性という

要件を満たさなければならないが（民保23条�項）、決議事項の重要性、緊急性、

決議が会社や株主（仮処分債権者）に及ぼす影響の大きさは、その判断要素と

なる
5

。

この種仮処分発令の必要性は高いが、発令された場合は株主総会期日までに

取り消すことは困難であるから、疎明の程度に応じて、保証金（担保）の額も
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高額になるのは避けがたい。担保額の算定は、あらためて株主総会を招集する

場合に必要な費用となるが、予定されていた株主総会の決議がないことにより、

事業経営上において生ずると見込まれる損害額も考慮して決定されると解され

る。

� 仮処分の当事者

被保全権利を、株主の妨害排除請求権と解せば、仮処分債権者（申請人）は、

違法または不当な株主総会決議がなされることにより、損害または不利益を受

けるおそれのある株主であるが、本来の招集権者たる取締役も、妨害排除請求

権として開催または決議を差し止める権利があることから、債権者適格を有す

るであろう。また、その他の取締役や監査役にも会社運営の適正を確保する職

責があることから、債権者適格を認めるべきであろう。

決議禁止の仮処分の債務者（被申請人）は会社であるが、総会開催禁止の仮

処分の債務者は、会社なのか招集権者なのかという問題がある。株主総会の招

集と開催は招集権者によって行われ、決議は議長の主催によりなされるのであ

るが、通常は同一の代表取締役によってなされている。違法行為の面を強調す

れば、債務者は招集権者となるが、会社の総会であることから、会社と招集権

者の双方を債務者とすべきであろう。

⑶ 仮処分の効力と仮処分違反の決議の効力

� 仮処分の効力

仮処分命令（決定）が総会開催時までに発令され、債務者に送達されること

により、仮処分命令が債務者を拘束し、株主総会の開催または決議をすること

はできなくなるのであり、狭義の執行を必要としない。仮処分命令の送達によ

り、債務者は株主総会の開催または決議をしてはならないとの仮の地位が形成

されるのである。

仮処分命令に対し、債務者は保全異議の申立てをするとともに、仮処分命令

の取消原因となることが明らかな事情および仮処分によって償うことができな

い損害を生ずるおそれのあることを疎明して、執行停止の申立てをすることは

可能である（民保26条、27条�項）。しかし、仮処分命令が取り消されなければ、

株主総会の開催または決議をなし得ない状態で株主総会期日が経過し、招集手

続の効力は消滅する。仮処分は当該総会に関するものであるから、手続をやり
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直し、新たな招集手続によりやり直すことは差し支えない。反対に、株主総会

期日に執行停止がなされた状態であれば、予定どおり株主総会の開催または当

該決議をなし得るから、株主総会期日の経過により仮処分命令の実質的効力は

失われる。この場合、仮処分の効果は形式的に残存することになるが、事情変

更により取り消されることになろう（民保38条）。

� 仮処分違反の決議の効力

株主総会の開催禁止または決議禁止の仮処分に違反した決議の効力は、この

種仮処分の効力の理解の仕方と関係する。この種仮処分は、招集権者に対して

は株主総会を開催してはならない、会社に対しては当該決議をしてはならない

との不作為義務を課すのにすぎないとの立場（東京高判昭和62・12・23判タ685

号253頁）によれば、仮処分違反だけを理由に無効とするのは、仮処分命令に

本案の目的以上の効果を与えることになる。そればかりか、公示性に欠ける仮

処分命令の違反に、違反行為の効力を否認するような法律状態を形成する強い

効力を認めたのでは、多数利害関係を有する会社法律関係の安定性を害するこ

とになるとして、仮処分違反の決議は決議の無効原因とはならず、仮処分違反

の責任が生ずるにとどまることになる。

この見解については、仮処分の性質を、このように理解することが適切であ

るか疑問であるばかりか、仮処分の実効性確保という点から問題となる。

しかし、公示方法がない会社仮処分は決議等禁止仮処分の場合に限らないか

ら、これを理由に仮処分違反の決議を有効とするわけにはいかない。第三者保

護は別途検討すべきである。仮処分により債務者は総会の開催または決議をす

ることができない仮の地位が形成されるのである。

そこで、仮処分は総会開催権能または決議権能を一時的にはく奪するもので

あるから、仮処分違反の決議は法律上の決議とは認められないとして、仮処分

違反を理由に決議は無効であるとしなければならない
6
（東京地判昭和36・11・

17下民集12巻11号2745頁）。無効とは、仮処分違反の決議は総会決議とは認めら

れないから決議は不存在という意味に理解すべきであろう。

すなわち、この種仮処分は、会社等に対し単純不作為義務を課すのではなく、
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仮処分により、会社の総会開催権能または決議権能を停止し、株主総会開催ま

たは決議をなし得ない状態が形成されるから、仮処分に違反してなされた決議

は、決議の外観を呈していても決議として存在せず、法律上の決議とは認めら

れず無効である。仮処分の形成力により株主総会の招集権と決議権限を奪い、

あるいはそれを一時的に停止させるのであるから、仮処分が公示性に欠けると

いえども仮処分違反の決議は無効といわざるを得ない。このことは、仮処分の

発令事由が、取消原因の存在であるか、不存在・無効原因の存在であるかを問

わず、仮処分違反の決議の効力として問題にすべきである。そして、仮処分違

反の決議の無効は、後に仮処分が取り消されたとしても瑕疵は治癒しないと解

される。

この場合、決議を基礎として形成された法律関係の安定確保の問題が生ずる

が、仮処分違反の決議であることを知らなかった第三者の保護については、仮

処分違反の無効は、善意の第三者には対抗できないなどの解釈上の工夫を必要

とするであろう。

【記載例�】 株主総会開催禁止等の仮処分

申 請 の 趣 旨

� 債務者 A株式会社は，債務者 Bが平成××年×月×日付で招集した平成×

×年×月××日開催予定の，別紙目録（略）記載の会議事項のための臨時株主

総会を開催してはならない。

� 債務者 A株式会社は，上記平成××年×月××日開催予定の，臨時株主総

会において，別紙目録記載の会議事項について決議してはならない。

申 請 の 原 因

� 債務者 Aは，××を目的とする株式会社であり，債務者 Bは同会社の取締

役である。債権者は，同会社の株式1000株を有する株主である。

� 債務者 Aは，平成××年×月×日，取締役会を開催し，取締役会の決議が

あったとして，平成××年×月×日付で申請の趣旨記載の臨時株主総会を招集

する招集通知書を発送した。

� しかし，上記取締役会が開催された事実はなく，株主総会の招集権限のない
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債務者 Bが，虚偽の取締役会議事録を作成した上で，代表取締役名義を用い

て独断で上記株主総会の招集手続をとったものである。

� 債権者は，近く債務者会社の上記臨時株主総会の開催禁止の本案訴訟を提起

する予定であるが，同臨時株主総会が開催され，別紙目録記載の会議事項につ

いて決議されてしまえば，回復困難な損害を被るおそれがある。

� 議決権行使禁止・行使許容の仮処分

⑴ 議決権行使に関する仮処分の許容性

� 議決権に関する仮処分の問題点

議決権行使禁止の仮処分が申立てされる多くの場合は、株主間に対立があり、

当該株式の議決権が決議の結果に影響する場合であり、仮処分により一時的に

株主名簿の記載と異なった取扱いをするのである。本案訴訟は、株式が有効に

発行されていないことを理由とする場合は新株発行無効確認訴訟であり、株式

の帰属が争われる場合は株主権確認訴訟である。被保全権利は株主権に基づく

妨害排除請求権と考えられる。

株主の議決権行使に関する仮処分には、議決権行使禁止仮処分と行使許容仮

処分がある。その類型としては、①株式の帰属に争いがある場合、②新株発行

（募集株式の発行）の効力が争われる場合とがある。

①は、株式は有効に存在するが、当事者間で株式の帰属に争いがある場合に、

自己が実質上の株主（真の株主）であると主張する者（債権者）が、株主権に

基づく妨害排除請求権を被保全権利として、株主名簿上の株主等の議決権の行

使禁止を求めるものである。この場合、議決権の行使禁止だけでは目的を達す

ることができないなど、特に必要性が認められる場合は、自己の株主権を被保

全権利として、あわせて議決権行使の許容を求める仮処分を申請することがで

きる。②は、新株発行（募集株式の発行）の効力を争い、株式が有効に存在し

ないとして、新株発行の無効を本案として申請される場合であるが、もとより、

新株の株主の議決権行使を禁止（停止）する仮処分に限られる。

議決権行使に関する仮処分には、非公開会社など中小会社の経営権争いに関

して道具として利用されることが多い。特に、申請される多くの場合は、問題

� 議決権行使禁止・行使許容の仮処分
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