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会社法では、�種の会社形態を認めていますが、その中で実務上圧倒的多

数を占めているのが株式会社です。この株式会社は、株式を発行することで

調達した資金を元手（資本）に事業を営み、その元手を提供し株主（出資者）

となった者を社員（構成員）とする会社です。したがって、株式は、株式会

社制度の根幹をなすツールですので、株式会社の経営には、この株式につい

ての管理を欠かすことができません。

ところが、中小企業の場合は、大企業（上場会社等）と異なり、株式の譲

渡が限られていること、剰余金の配当など株主に対する利益分配がなされて

いないこと、経営者が大半の株式を保有し所有と経営が一致していることな

どから、普段あまり自社の株式について意識することが少ないので、株式に

ついて等閑視しているのが実態です。また、株主が親族など近い関係にある

ことから、自社に限ってトラブルが起こるはずがないと安易に楽観視し、あ

るいは売上げや資金繰りという経営上の課題に専念したいという思いから、

ともすると煩雑な株主問題について直視することを避けて、先送りにする傾

向などがみられます。しかし、その結果、ある日突然自社の株式をめぐる深

刻なトラブルに見舞われることとなり、その重要性を思い知らされることに

なります。

そして、中小企業の場合、こうした株主間のトラブルは、争う株主同士が

親族など近い関係にある者であるため、第三者間でのトラブルよりも感情的

になりやすく泥沼化する場合も少なくありません。さらに、こうしたトラブ

ルが裁判所にまで持ち込まれた場合には、それまで、会社法に従った経営を

会社がしてこなかったことなどの問題まで持ち出され、会社法をめぐる錯綜

した訴訟となることも珍しくありません。こうなると経営上の課題に専念す

るどころか、トラブルに振り回され、企業利益を損なうばかりかそのトラブ

ルが長期化し、ひいては経営破綻に追い込まれる深刻な事態にすらなりかね

ません。また、こうしたトラブルの解決のためには、かなりの労力（エネル
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ギー）と多くの時間そして多額の費用を要し、経営者は精神的にも肉体的に

も相当疲弊することになります。

まさに、「わずかな予防はよろずの治療に勝る」という格言どおりです。

トラブルになった後での対策よりも、事前にそのトラブルとなる芽を摘み取

りあるいは回避するなどの対策をとっておくことがよほど大事であるという

ことになります。要するに、株式会社の場合、その経営の安定と円滑な業務

の遂行のためには、その根幹をなす株式によって惹き起こされるさまざまな

事態に備えて、あらかじめ法律・税務の観点からいかに十分な対応策を講じ

ておくかが極めて重要であるということです。

このように株式は、便利で有用な反面、財産的価値を有する財物であるこ

とや経営に参加できる権利であることに伴うトラブルの芽を包含しています。

そこで、本書では、所有と経営が一致する中小企業の典型的な取締役会設

置会社を対象に、主として会社あるいは会社経営者の立場と安定的経営の継

続という観点から、株式をめぐり起こり得るトラブルの解決方法やトラブル

予防（リスク管理）の視点での対応策などについてひととおりの解説を試み

ています。

また、中小企業の場合、たとえば、支配株主である経営者は、生身の人間

ですので、いつかは相続などで交代する時期を迎えることになります。

したがって、自社の経営を長期にわたって安定的に継続させるためには、

そうした場合を想定し、自社の資本構成や株主構成あるいは後継者問題など

について、背後の人間関係や経営に与える影響などを勘案しながら、時間を

かけて対応していく必要があります。こうした場合の有用な方策の一つとし

て、株式を戦略的に活用する方法があります。本書では、そうした場合に有

用であると考えられる株式の積極的（戦略的）な活用方法についても言及し

ています。

その一つの例として、種類株式の活用があります。かつては、種類株式を

活用した例は稀にしかありませんでしたが、1990年以降の相次ぐ商法改正と

2006年�月に会社法が施行されたことによって、種類株式の活用場面が格段
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に増加し、近時、事業承継の手法としてもその活用が強く推奨されています。

筆者は、中小企業には、剰余金の配当や財務情報の開示といった課題はあ

りますが、資金調達手段として種類株式の活用が実務上もっと工夫されても

よいと考えています。

本書では、具体的な内容として、実務上想定されるケースをとりあげ、そ

のケースについての「獲得目標」や「検討課題と選択」について述べると同

時に、関連する株式の特質や問題点等にも触れるように努めています。そし

て、最後にとりまとめとして、「戦略」と題し、同ケースについての考え方、

問題解決のための対応や株式の活用方法などを含む手法、さらには、事前の

予防策など実務上押さえておくべきポイントを整理し、ケースに応じた実践

的な対応策として即座に利用ができるような工夫をしています。

なお、執筆にあたっては、実践的である必要から、条文や判例、そして実

務において定着している学説あるいは取扱いや対応に基づいて解説していま

す。しかし、株式の活用にあたっては、法解釈上あるいは実務上の運用など

において不分明なところも多々存在します。そのような場合には、各執筆者

において各自なりの見解や意見を述べている箇所もあります。また、各執筆

者は、当事務所の弁護士として、通常の業務の合間に執筆していることから、

判例・学説の引用が必ずしも十分でないところや、各執筆者が独自に執筆し

ていることから、全体的に統一性の欠けているところなどがあるかもしれま

せん。そうしたことによる疑問点や問題点等がある場合には、ご批判やご意

見等として賜れれば幸いです。

また、リスク管理の視点から、株式をどのように管理し、あるいはいかに

活用するかは、上記のとおり経営課題そのものであり、経営者の自覚や主体

的に取り組む姿勢が欠かせません。しかし、それと同時に株式に関する十分

な知識が必要であり、そのために専門家や実務家が果たすべき役割は大きい

と考えています。

本書が、そうした経営者や専門家等の方々にとって、いささかなりともお

役に立つことを願っています。
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最後に、本書の企画出版にあたり、株式会社民事法研究会の安倍雄一氏に

は、多大なご指導とご尽力をいただきました。執筆者一同ここに心より感謝

申し上げる次第です。

2019年�月

R&G横浜法律事務所

代表弁護士 高橋理一郎
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Ⅰ 株式の発行

〈Case 2-①〉 会社設立時の発行

A は、電子部品の製造を目的とする X株式会社を営んでいる。今度

電子部品の販売を営む Y株式会社との間で、X社の部品を組み込んだ

新製品を開発し、製造する Z株式会社を立ち上げ Y社で販売すること

を考えている。新たに立ち上げる Z社の資本金は5000万円とし、X社

が3000万円相当の機械類を納入することで出資し、Y 社には、現金で

2000万円を出資してもらう予定でいる。このような場合、どのような手

続が必要であり、どの点に気をつけたらよいか。

獲得目標Mission

X 社は、X社の技術力と Y社の販売力という互いの強みを活かし、ある

新製品を開発し、製造・販売したいと考えている。しかし、他方では、相互

に経営への干渉はできる限り避けたいという思いもある。そこで、合弁会社

として Z 社を設立することにより、X社は、Z 社が X社の電子部品を購入

することで利益を得、Y社は、Z社から新製品を安価で購入し販売権を手に

することで利益を得ることを考えている。また、X社は、Z社を設立するの

は、新製品の開発および販売について、X 社が負うことになるリスクの回

避につながるものと期待している。
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検　討Task & Option

［Task］

① X社およびY社間で事前に取り決めておくべきこと

② Z社の設立方法

③ 資本政策の考え方

�．X社およびY社間での交渉

株式会社を設立するには、個人事業主が法人化するように、設立時の株主

が実質�人で会社を設立する「単独設立」と、株主が複数で設立する「共同

設立」とがある。

〈Case 2-①〉では、X社とY社とが株主となって、Z社（合弁会社）を設

立するので「共同設立」ということになる。単独設立の場合は、法に準拠し

た設立手続をとればよいが、共同設立の場合は、設立手続前に、株主になろ

うとする者の間で、各人の出資比率、出資方法、設立後の役員構成の配分、

会社の経営方針（どのような経営資源を相互に提供し合い、どんな成果をめざす

かなど）を事前に協議し、協議した結果を契約（株主間契約）書という形に

しておくことが重要である。書面で明確にしておかないと、経営がうまくい

かなかったときに、各自の責任や負担、そして経営のルールが不明確なため

に、責任のなすり合いになり紛争となることが多い。

               なお、上記株主間契約を締結する場合には、秘密保持契約（Non-disclosure

Agreement（NDA）または Confidentiality Agreement）を結んだうえで、契約

交渉に入るのが通常である。

また、株主間契約では、一般に以下の事項を定めておくことになる。

① 共同で会社を設立し事業を営む目的

② 各当事者が提供しあるいは負担する経営資源や業務の内容

Ⅰ 株式の発行

59



③ 会社の設立時期

④ 資本金（出資比率や方法、増資手続など）

⑤ 機関設計

⑥ 意思決定方法

・株主総会に関する事項（決議事項、議決権に関する合意など）

・取締役および取締役会に関する事項（役職の配分、選任方法、権限、決

議要件など）

⑦ 配当政策、資金調達方法、調達資金に対する保証など

⑧ 財務情報の提供に関する事項

⑨ 株式の譲渡制限

⑩ 競業避止義務

⑪ 損害・損失発生時の責任分担

⑫ その他紛争時の解決方法など

⑬ 契約の解除、共同経営の解消など

上記事項は、共同で事業を営むことを目的とする共同設立の場合の株主間

契約についてであるが、〈Case 2-①〉のような合弁を目的とする共同設立

の場合の合弁契約においても同様の内容を定めることになる。

One point advice 株主間契約

株主間契約とは、特定の株主間で特定の事項について取決め（契約）を

しておくことをいう。具体的には、取締役の選任に関する合意（議決権拘

束の合意）や持株比率低下防止の合意などがある。

種類株式（108条）の内容に限定されずに、当事者で自由にその内容を

定めることができる。しかし、この株主間契約は、契約当事者間を拘束す

る債権的効果しかないので、合意に反した場合に損害賠償を求めることが

できるが、種類株式の内容や定款で定めた場合のように、無効や取消しを

求めることはできないとされている。したがって、損害賠償では、実効性

が十分に担保されないことに留意し、投下した資本の回収策を事前に講じ

ておくことが重要である。
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�．設立の方法

設立方法としては、①設立に際し発行される株式の全部を発起人が引き受

ける発起設立と②設立時に発行する株式の一部について発起人以外の引受人

を募集する募集設立の�つの方法がある（25条�項）。しかし、実務的には

①がほとんどである。なお、②による場合は発起人全員の同意が必要である

（57条�項）。①または②のいずれの方法であっても必要な手続等は以下のと

おりである。

⑴ 発起人による定款の作成

定款は、必ず記載しなければならない絶対的記載事項（27条、37条、98条）

と、定款に定めがなければ効力が生じない事項（28条、29条）と、法に規定

はないが定款に規定して初めて有効になると解される事項（これらを相対的

記載事項とよんでいる）と、定款で定めなくとも効力が生じる事項で法律の

規定に違反しないもの（任意的記載事項）を定款に各記載し、発起人（自然

人・法人どちらでもなれる）全員が署名または記名押印し（26条）、公証人の

認証を受けることでその効力が生じる（30条�項）。

⑵ 現物で出資する方法

〈Case 2-①〉のように、3000万円相当の機械類を現物出資する場合には、

その機械類を過大に評価するおそれがあるので、定款上で現物出資者の名称、

出資の対象財産（〈Case 2-①〉の場合は、機械類）と価額、これに対して割

り当てる設立時発行株式の種類・数を特定し（28条�号）、もし定款所定の

価額に著しい不足がある場合には、発起人らにその責任を負わせている（52

条、103条�項）。もっとも、この現物出資は、裁判所の選任する検査役（33

条�項・2項）の調査（例外：33条10項�号・2号・3 号）に時間とコストを要

することと、出資時に財産の帳簿価格と時価との差額につき現物出資者が課

税されるために実務的にはあまり利用されていない。なお、類似の制度とし

て、①財産引受けと②事後設立がある。①は、現物出資の潜脱行為として用

いられる可能性があるので、現物出資と同様の内容を定款で特定して記載し
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なければならず（28条�号）、かつ同様に規制されている（33条�項）。また、

②は、会社設立後に契約によって譲り受けるものの、①と同様に現物出資の

規制を逃れるために用いられる可能性がある。そこで、会社成立後�年以内

に、成立前から存在する財産で事業のために継続して使用するもので会社の

純資産額の�分の�を超える対価で取得する契約をする場合（事後設立）は、

株主総会の特別決議による承認を必要としている（467条�項�号、309条�項

11号）。

⑶ 設立時に発行する株式に関する決定

設立時に発行する株式に関し、以下の事項を決定しなければならない。し

かし、どの設立方法による場合でも発起人全員の同意（32条�項、58条�項）

があれば足り、定款にまで記載する必要はない。

これは、発起人（募集設立の場合は引受人）が出資の履行をしないときは、

その株主となる権利を失う（36条�項、63条�項）ことになる（失権株）ので、

そうした場合に配慮し、会社法では定款の絶対的記載事項としていない。し

かし、実際には、失権株の生じるおそれはあまりないことから定款で定める

ことが多い。

� 株式の数・種類（32条�項�号・2項、58条�項�号）

どの設立方法であっても、発起人は�株以上引き受けなければならない

（25条�項）ことから、発起人全員および募集設立の場合には発起人以外で

株式を引き受ける者に対し各割り当てる株式の数、種類株式の場合は、その

種類および数（なお、108条�項および32条�項参照）を発起人全員の同意を

得て定める。

なお、設立時発行株式の総数は、「公開会社」の場合、発行可能株式総数

の�分の�を下回ることができない（37条�項）。

� 株式に対し払い込む金額（32条�項�号、58条�項�号・3項）

定款で定める「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」（27

条�号）と「株式に対する払込金額の総額」とが合致するように定める。

また、この払込金額の総額÷発行株式の数＝�株あたりの発行価額（払込
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金額）となる。なお、募集設立の場合、募集株式についての�株の発行価額

は均等に定めなければならないが、発起人についてはその価額を均等とする

必要はない。したがって、各発起人間で�株の払込金額につき異なる定めを

し、あるいは、募集設立において、発起人と募集株式の引受人との間であれ

ば払込金額につき同様に異なる定めをすることは許される（江頭78頁）。

�株あたりの発行価額は、実務上�万円が多いが�万円の場合もある。

〈Case 2-①〉の場合、出資金額は5000万円を想定していることから、発行

価額を�万円とすれば、Z 社設立時の発行株式数は、5000万円÷�万円＝

1000株となる。

会社が発行できる株式の総数（発行可能株式総数）は、会社設立時におい

て定款に必ず記載しなければならない事項（絶対的記載事項）ではないが登

記事項である（911条�項�号）。したがって、原始定款に記載しない場合は、

定款認証後法務局へ登記申請をする前に、発起人全員の同意（または創立総

会の決議）を得て定款を変更しその定めをする必要がある（37条�項、98条）。

その総数については、「非公開会社」の場合制限がないが、「公開会社」の

場合には、設立時発行株式総数の�倍を超えてはいけないという制約がある

（37条�項。なお、113条�項、180条�項、814条�項参照）。

また、その発行株式総数の定めは、定款変更によって、総数の減少はでき

る（ただし、発行済株式総数を下回ることはできない）が、廃止することはで

きない（113条�項・2項）。

� 成立後の資本金・資本準備金の額に関する事項（32条�項�号）

前述したとおり、上記�の金額のうち�分の�を超えない金額は、資本金

ではなく、資本準備金として計上することができる（445条�項・3項）ので、

その各金額についての決定が必要である。

� 設立時募集株式の払込期日（58条�項�号）

募集設立の場合、株式引受人が上記�の金額を払い込む日またはその期間

を決めなければならない。
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	 募集株式引受けの取消しに関する事項（58条�項
号）

一定の日までに設立の登記がされない場合において、設立時募集株式の引

受けの取消しができることとするときは、その一定の日を定めておく必要が

ある。

⑷ 設立時役員の選任

発起設立の場合は、出資の払込みの完了後、遅滞なく、発起人が設立時取

締役や監査役（会計参与、会計監査人についても同様）を選任しなければなら

ない（38条�項、40条�項・2項）。

募集設立の場合は、発起人が払込期日または払込期間の末日以後遅滞なく

創立総会を招集（または株主全員の同意により省略（69条））し、創立総会の決

議により設立時役員を選任する（88条�項）。この総会の決議要件は、株主

総会の特別決議要件（309条�項）よりも厳重に定められている（73条�項）

が、書面による簡易な手続も認められている（82条�項、83条�項）。

なお、〈Case 2-①〉の場合、Z 社は合弁会社であるので、あらかじめ定

めた合弁契約に従い、発起人が機関設計を選択（通常は、取締役会（39条�

項）および監査役設置会社）し、各役員を選任することになる。

⑸ 登記手続

株式会社は、その本店所在地（27条�号）において、設立登記を完了する

ことにより成立する（49条）。

�．資本政策の考え方

共同で会社を設立する場合、あるいは〈Case 2-①〉のような合弁会社を

設立する場合には、前述したとおり、当事者間で株主間契約を締結しておく

ことが重要であるが、その前提として、設立会社の資本構成（既発行株式の

保有割合は、設立会社の経営支配に大きな影響を与えることになる）や経営に対

する役割分担あるいは責任など前述した株主間契約の対象となる事項につい

て、当事者間で会社設立の目的と設立後の課題を見据えてあらかじめ検討し、

合意しておく必要がある。
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戦　略Strategy

�．X・Y社間での合弁契約の内容

合弁会社設立に際し、X・Y社間で取り決めておくべき一般的な事項につ

いては前述したとおりであるが、合弁契約の目的に沿った X・Y 社間の利

害の調整を明確にしておくことが重要である。

〈Case 2-①〉では、X社が Z 社を設立する目的は、X社の部品を組み込

んだ新製品を Z社で製造・販売させることによる X社部品の販売利益にあ

る。他方、Y社の目的は、Z社で製造した新製品について独占的な販売権を

取得し、Y社がその販売利益を得ることにある。したがって、X・Y社とも

に、Z社の利益を確保し、その分配を受けるよりも、X社は、X社部品の納

入代金（売上）、Y社は、新製品の購入代金に関心があるものと推測される。

そうであるとすれば、X社部品の Z社への納入単価、新製品の Y社への販

売単価の決め方や販売目標（販売数量は X社部品の納入数量に関係する）につ

いて基本的な定めを設け明確にしておく必要がある。

また、X社の利益は、Y社の販売力に依存し、他方 Y社の販売は、X社

主導での Z 社の製品の品質や競争力に依存するという相互に依存関係にあ

る。したがって、X 社は、新製品の品質等の向上、Y 社はその製品の販売

量の拡大等についてその目標やその目標の達成方法、達成できない場合の措

置などを具体的に定めておくことになる。

〈Case 2-①〉のような合弁契約では、X社と Y社は、Win-Win の友好的

な関係にあるので、このように想定される課題について、事前に取り決めを

しておくことはそれほど難しいことではない。しかし、Z社設立後において

は、状況の変化により次第に難しくなるのが通常であるので留意が必要であ

る。
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�．Z社の設立方法

〈Case 2-①〉の場合、Z 社の資金力の問題はないので、設立方法として

簡便な発起設立を選択することになる。もっとも、X 社は、出資として、

3000万円相当の新製品製造のために必要な設備および機械類等の現物を予定

している。その方法としては、前述したとおり、①現物出資、②財産引受け、

③事後設立の�つがある。①および②の方法は、いずれも検査役の調査や弁

護士等の証明が求められることから、可能であれば、Z社設立時点では、現

金3000万円を出資したうえで、設立後直ちにこの出資金で上記設備・機械類

を Z社に購入してもらう方法（事後設立）が簡便である。なお、この場合、

株主総会の特別決議が必要となるが、その点については、Y 社との合弁契

約で合意し対応しておくことになる。

�．Z社の資本政策

〈Case 2-①〉の場合には、X 社が現物出資により3000万円を出資し、Y

社は現金で2000万円を出資することが合意されている。したがって、Z社の

発行株式数の保有割合は、X 社が�分の�、Y 社が�分の�を保有するこ

とが予定されている。

また、X社は、メーカーであることから、Z社の製造業務に責任をもち、

Y社は、Y社を通してであるが、実質的に Z 社の商品販売に責任をもつこ

とが推測される。そして、X 社は、X 社の特定の製品を Z 社が買い受ける

ことで利益を確保し、Y社は、Z社の製品を独占的に販売することで利益を

受けることを目的として Z社を設立しようとしていることがうかがえる。

こうした場合、通常 X社および Y社の関心は、Z社の利益確保とその配

分よりも、自社の利益確保にあることが想定される。

しかし、共同経営の場合には、通常、誰が経営を主導するのか、株主とし

ての出資割合は平等にするのか、それとも経営を主導する者が多くの出資を

するのか、経営をしない者が逆に多くの出資をするのか、その場合、設立し

第�章 株式の内容と発行

66



た会社の利益配当をどのように考えるか、取締役の人事権や経営の意思決定

は資本多数決に従うのか、それとも異なった取り決め（株主間契約）をする

のかなど利害の対立する難しい政策的な課題があり、X・Y社間での十分な

事前の協議が必要かつ重要である。

（高橋理一郎）

〈Case 2-②〉 株式の発行と資金調達

X株式会社（取締役会設置会社、資本金1000万円、発行済株式総数200株）

は、代表取締役 Bの父親である Aが設立した会社であり、株主は、A

（100株）、B（60株）および Bの弟で取締役でもある C（40株）の�名の

典型的な同族会社（非公開会社）である。Bは Aより事業を承継し、さ

らに事業を拡大するために設備投資をしたいと考えている。しかし、手

元資金が十分でないこと、当該設備投資が直ちに収益に結びつくもので

ないことなどから今以上に金融機関等からの借入額を増大させたくない

という悩みを抱えている。

獲得目標Mission

X 社は、金融機関から融資を受けないで何とか設備資金を捻出し、事業

拡大に備えたい。しかし、一方で、これまで金融機関からの借入れ以外は自

己資金で賄ってきたことから、事業資金の調達方法に関する知識が乏しい。

そこで、融資以外の方法で第三者から資金が得られる方法がないか、また、

設備投資が直ちに利益の増加に結びつかないので、できれば、資金提供者に

は、利益が出た段階でかつその利益をもって返戻する方法がないかと思案し

ている。どのような方法があるか。
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