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　本書は、会社法と関連民事手続法（民事訴訟法・民事保全法・民事執行法）

について、条文の規定を中心に、基本用語と重要事項（項目）を解説したも

のである。この書籍の構想は、会社法と民事手続法を関連づけて検討するこ

とが理論的に重要であり、かつ実務的にも極めて有益であると考えることに

よる。解説は令和元年の改正会社法までを対象とし、重要判例を挙げ、実務

家、会社法研究者、司法試験受験生まで広く読まれることを想定している。

　会社法は、条文数が多く、法務省令（会社法施行規則等）を加えると極め

て多くの規定がある。構造が複雑であることに加え、用語が難解であり、ま

た、規定のない重要な用語も多くある。さらに、会社法は技術的で、理論的

に説明が難しい規定があり、それが会社法をさらに難解なものとしている。

　会社法の規定が複雑なのは、株式会社には上場大会社から小規模閉鎖会社

まであることから、それに対応するためであるが、社会・経済の変化に対応

するために、次々と新制度が採用されていることにもよるものである。会社

法の関連分野は広く、金融商品取引法が密接に関係しているが、加えて、会

社法には多くの訴訟規定と差止規定があることから、民事手続法と結びつけ

て理解する必要がある（この点について、拙著『会社訴訟・仮処分の理論と実務

〔増補第 ３版〕』（民事法研究会）を一読願えば幸いである）。そこで、会社法の

用語と関連法規の用語を、民事手続法の用語と併せ解説することにしたい。

用語の解説から入ることは、難解な会社法と民事訴訟法の理解の一助になる

ものと考えられる。

　本書の出版について、民事法研究会代表の田口信義氏、編集部の田中敦司

氏に大変お世話になったので、厚くお礼を申し上げる。

　2021年 2 月

新　谷　　勝

1

はしがき

user
テキストボックス
新谷勝著『用語から読み取る会社法・手続法』民事法研究会発行





Ⅲ　株式会社

１ 　株式会社の構造と機関設計

3-1-1　株式会社の基本構造の概要

　株式会社の多くは中小規模の閉鎖型の会社であり、上場会社は極めて少な

い。会社法は会社の規模と形態に応じた規制を設けているが、有限会社を一

体化したことも加わりかなり複雑である。株式会社の基本構造の概要と特色

は次のようである。

　①　取締役と株主総会の設置を義務づけ、それ以外の機関設計は定款に委

ねている。そこで、取締役会設置会社、監査役設置会社、監査等委員会

設置会社、指名委員会等設置会社が認められ、それに公開会社、大会社

を組み合わせることからかなり複雑な規制となる。

　②　株主総会で取締役を選任し、経営を託された取締役（取締役会設置会

社では代表取締役）が、会社業務を執行し会社を代表するという基本構

造であるが、閉鎖的な中小企業では会社の所有と経営が未分離の状態に

あり、反対に、大規模上場会社では代表取締役が会社を支配するという

経営者支配が進んでいる。

　③　会社の重要事項は、株主総会の決議により決めるべきであるが、取締

役会設置会社では、多くの事項は取締役会に委譲され、株主総会の権限

は縮小している。

　④　株主の権利は平等であるが、種類株式を発行することにより、それに

応じて株主の権利に差異が生ずる。

　⑤　株券は株式・株主権を表章する有価証券であるが、会社は株券を発行

しないのが原則である。

　⑥　投下資本の回復のために株式譲渡の自由が保障されているが、譲渡制
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限株式の場合は譲渡の相手方が制限される。

　⑦　株式の売渡請求、組織再編行為または全部取得条項付種類株式を用い

て、株主を強制的に排除することが可能である。

　⑨　株主が追加出資義務を負わない「株主有限責任の原則」は貫かれてい

る。これらは、理論面よりも実務の要請によるものが少なくない。

3-1-2　定款による機関設計

　旧商法は機関設計を法定化し、株主総会、取締役（ ３人以上）、取締役会、

監査役（旧商法特例法上の大会社については、 ３人以上の監査役により構成する

監査役会）の設置を義務づけていた。これに対し、会社法は、株主総会と １

［会社の類型と設置が義務づけられる機関］

会社の類型 設置しなければならない機関

公開会社
監査役会設置
監査等委員会設置会社
指名委員会等設置会社

取締役会（会３２７条 １ 項）

取締役会設置会社
監査役（監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会
社は除く）。ただし、公開会社でない会計参与設置
会社では必要がない（会３２７条 ２ 項）

会計監査人設置会社
監査役（監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会
社は除く）（会３２７条 ３ 項）

監査等委員会設置会社
指名委員会等設置会社

会計監査人（会３２７条 ５ 項）

公開会社である大会社
（監査等委員会設置会社・

指名委員会等設置会社を除

く）

監査役会・会計監査人（会３２８条 １ 項）

公開会社でない大会社 会計監査人（会３２８条 ２ 項）

監査等委員会設置会社
指名委員会等設置会社

監査役を置いてはならない（会３２７条 ４ 項）
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人または ２人以上の取締役の設置を義務づけたうえで（会２９５条、３２６条 １ 項）、

会社の規模に応じた機関設計を可能としている。そこで、定款に定めること

によって、任意設置機関として取締役会（ ３人以上の取締役で構成）、会計参

与、監査役、監査役会、監査等委員会、指名委員会等を置くことができると

して（同条 ２項）、多様な機関設計が可能としている。

　しかし、選択した機関設計（類型）に応じ、下記表のように、一定の機関

等を設置することを義務づけている。

3-1-3　機関設計の概要

　従来型の会社（委員会設置型の会社でない会社）は、株主総会と取締役の設

置は最低限必要であり、その他の機関は定款に定めることにより置くことが

できるが、標準的な会社では、取締役会、代表取締役、監査役・監査役会を

置いている。そして、一定の会社では、社外取締役の設置が義務づけられて

いる。

　指名委員会等設置会社は、取締役会、 ３委員会（指名委員会・監査委員会・

報酬委員会）、執行役・代表執行役を置かなければならないが、監査役を置

いてはならない。取締役会の決議により、各委員会の委員（過半数は社外取

締役）、執行役（取締役が兼任できる）を選任し、会社業務の執行と会社代表

は執行役（代表執行役）が行う。

　監査等委員会設置会社は、定款により監査等委員会を設置した会社であ

る。取締役会、代表取締役の権限は、従来型の株式会社と同様であるが、監

査役の代わりに監査等委員会が設置され、取締役の職務執行の監査等を行

う。監査等委員である取締役は ３人以上で、その過半数は社外取締役でなけ

ればならない。

２ 　株式会社の設立

3-2-1　準則主義

　会社は、定款の作成に始まる一連の設立手続（その性質は合同行為）を経て、

設立登記により成立し、法人格を取得するのであり（会４９条）、主務官庁の
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許可や認可を必要としない。これを「準則主義」というが、持分会社も同様

である（同５７９条）。事業を開始するためには、主務官公庁の免許または許可

を要することががあるが、それは「事業免許」「事業（営業）許可」である。

3-2-2　会社の設立手続

　会社（株式会社・持分会社）の設立手続は、定款の作成に始まり、設立登

記により法人格を有する会社が成立するまでの手続である。

　持分会社の場合、合名会社と合資会社は、定款の作成と設立登記により会

社は成立し、合同会社の場合は、社員となろうとするものは、設立登記まで

に出資を履行しなければならないが（会５７６条、５７８条）、設立手続は簡単であ

る。

　これに対し、株式会社の場合は、株式の引受人の確定と会社の機関（設立

時取締役等）の選任が必要であり、また、設立登記以前に出資を履行するこ

とが必要であるが、これら複雑な設立手続は「設立中の会社」を用いること

により説明される。

　株式会社の設立には、①発起人・設立時募集株式の引受人による引受けと

出資の履行による「通常の設立」と、②設立の特則である引受けと出資の履

行を要しない組織再編行為として行われる「特殊の設立」の会社設立（新設

合併、新設分割、株式移転）があるが（会８１４条 １ 項）、ここでは通常の設立を

扱う。

3-2-3　株式会社設立の 2方法

　株式会社の設立方法として、株式引受人の確定手続を基準として、「発起

設立」と「募集設立」がある。いずれも発起人は １人で足りるが、設立手続

は募集設立のほうが複雑である。

　発起設立は、発起人が設立時発行株式の全部を引き受け（会２５条 １ 項 １ 号）、

設立手続も比較的簡単である。発起人が設立時株主となるから、完全子会社

等の １人会社を設立することができる。

　これに対し、募集設立は、発起人は設立時発行株式の一部を引き受け、残

部については引受人を募集するから（会２５条 １ 項 ２ 号、５７条 １ 項）、引受人の

30

Ⅲ　株式会社　　２　株式会社の設立



Ⅳ　会社法と訴訟手続

１ 　会社の組織に関する訴え

4-1-1　会社の組織に関する訴えの概要

　会社訴訟（会社法関係訴訟）の多くは、「会社の組織に関する訴え」である

が、会社法はそれらを一括して規定している。それには、①会社の組織に関

する行為の無効の訴え、②それ以外の組織に関する訴えがある。

　①は、会社の設立無効の訴えから、株式移転無効の訴えまで１3類型の訴訟

を規定している。それらは、訴えをもってのみ主張することができるとし、

提訴期間、提訴権者（原告適格者）を法定する形成の訴えである（会８２８条）。

提訴期間があることから、無効の原因があっても、提訴期間の経過により主

張できなくなり、その結果、当該行為は有効なものとして確定する。

　②は、会社の組織に関する行為の無効の訴え以外の会社の組織に関する訴

えであり、新株発行等の不存在確認の訴え、株主総会等の決議不存在・無効

確認の訴え、株主総会等の決議取消しの訴え、持分会社の設立取消しの訴

え、会社解散の訴えがこれに当たる（会８２９条～８33条）。なお、規定はないが、

取締役会決議の無効確認の訴えも認められる。

　次に、会社の組織に関する訴えの手続規定について、次のように統一的規

定が設けられている。①被告は当該会社、②管轄は被告となる会社の本店所

在地を管轄する地方裁判所、③担保提供命令、④弁論等の必要的併合、⑤判

決の効力が及ぶ者の範囲（対世効）、⑥無効・取消判決の遡及効の否定、⑦

敗訴原告の損害賠償責任である。これらは、⑦を除き、迅速・画一的処理と

法律関係の安定確保のために設けられた規定である。各訴訟類型は、後述す

る関連個所において解説する。
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4-1-2　会社の組織に関する訴えの被告・管轄等

　被告となるのは会社であるが、訴訟類型に応じ具体的に被告となる会社が

法定されている（会８3４条）。管轄は、被告となる会社の本店所在地を管轄す

る地方裁判所の専属管轄であり（同８3５条 １ 項）、合意管轄（民訴１１条）や応訴

管轄（同１２条）は認められない。管轄違いの裁判所に対する提訴は、裁判所

が申立てまたは職権で管轄裁判所に移送する（同１６条 １ 項）。したがって、管

轄違いの裁判所に提訴した場合でも、提訴期間内に提訴していれば適法な提

訴になる。複数の地方裁判所が専属管轄を有する訴訟の場合は、先に提起し

た裁判所が管轄裁判所となる（会８3５条 ２ 項）。この場合でも、著しい損害ま

たは遅滞を避けるために必要があると認めるときは、申立てまたは職権で他

の管轄裁判所に移送することができる（同条 3項）。

　同一の請求を目的とする訴えが、数個同時に係属するときは弁論および裁

判は「併合」しなければならない（会８3７条）。必要的併合とするのは、複数

の原告から同一の訴訟が提起された場合（たとえば、複数の株主により提起さ

れた決議取消訴訟）に、審理の集中と迅速を図るとともに矛盾する判決を避

けるために １つの手続と判決によるのである。任意的併合（民訴１５２条）の特

則である。

4-1-3　会社の組織に関する行為の無効の訴えと決議訴訟

　会社の組織に関する行為の無効は、提訴期間内に無効の訴えの提起によら

なければ主張することができない（会８２８条 １ 項）。当該行為は、株主総会の

決議または取締役会の決議によりなされるが、株主総会決議の無効確認・不

存在確認訴訟・取消訴訟、取締役会の決議無効確認訴訟により、会社の組織

に関する行為の無効を主張することができない（決議の効力が否定されても、

当該行為が無効となるわけではない）。決議取消訴訟等の勝訴判決により、会

社の組織に関する行為を無効とするわけにいかないから、決議取消訴訟等を

提起していても、提訴期間内に、組織に関する行為の無効の訴えを提起しな

ければ、当該行為は有効なものに確定する（決議取消訴訟等を、組織に関する

行為の無効の訴えに変更することを認めるべきであろう）。

　それゆえ、新株発行に関する株主総会決議に無効事由があっても、新株発
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行決議無効確認の訴えによることはできず、新株発行無効の訴えによらなけ

れば、当該新株を無効とすることはできず（最判昭和４０・ ６ ・２９民集１９巻 ４ 号

１０４５頁）、合併契約の承認決議に瑕疵があっても、その無効は合併無効の訴

えによるべきであり、決議取消訴訟等によることはできない（東京地判昭和

3０・ ２ ・２８下民集 ６巻 ２号3６１頁）。

4-1-4　会社の組織に関する訴えと担保提供

　株主または設立時株主、債権者が会社の組織に関する訴えを提起した場

合、裁判所は、被告（会社）の申立てにより、原告に対し、相当の担保を立

てることを命ずることができる（会８3６条 １ 項・ ２項）。ただし、当該株主が

取締役、監査役、執行役、清算人であるとき、または設立時株主が設立時取

締役もしくは設立時監査役である場合は、担保提供の義務を負わない（同条

１項ただし書）。担保は、当該訴訟が不当訴訟として不法行為になる場合に、

被告（会社）に生ずる損害賠償請求権を担保するためであるが、濫訴防止の

機能もある。担保提供を求めるためには、被告は原告の提訴が悪意（請求に

理由がないことを知りながら、提訴したこと〔故意〕の意味）によるものである

ことを疎明しなければならず、悪意の疎明がなされた場合に、裁判所は原告

に対し担保提供を命ずることになる（同条 3項）。

　民事訴訟法の担保提供命令の規定は、原告が日本に住所・事務所等を有さ

ない場合の訴訟費用の担保の規定であり、悪意の疎明は要しない（民訴７５

条）。しかし、この担保提供命令の規定は、会社法による担保に準用される

から（同８１条）、会社の組織に関する訴えについても民事訴訟法の手続によ

ることになる。そこで、担保提供命令が発せられたのに、原告が担保を提供

しない場合は、被告は応訴を拒むことができるから（同７５条 ４ 項）、答弁書を

提出せず、口頭弁論に欠席することにより不利益を受ける（擬制自白）こと

はない。

4-1-5　会社訴訟と当事者適格の継続性

　会社の組織に関する訴えの提訴権者の多くは株主であるが、少数株主であ

る場合もある。株主または少数株主（一定比率の議決権等を有する株主）であ
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ることが提訴権者（原告適格）の要件である。これは、仮処分申請について

も同様である（申請人適格）。そこで、提訴後または申請後に、株主または少

数株主でなくなれば、当事者適格を欠くことになり、訴訟・申立ては不適法

として却下される。

　これが、株主が持株を譲渡するなど自己の行為による場合は当然のことで

あるが、会社の行為により株主でなくなりまたは一定比率の議決権等を欠く

に至った場合をどう考えるかは問題である。株主または少数株主でなくなっ

たのであるから、理由を問わず、当事者適格を失うと形式的に解するのは適

正でない。この点、解釈的工夫として、株主総会決議の取消しにより株主と

なる者（株主資格を回復する者）に、決議の取消しの訴えの提訴権が認めら

れるところ（会８3１条 １ 項）、全部取得条項付種類株式を使って株主を排除す

るための株主総会決議、株式交換・移転のための株主総会決議について決議

取消訴訟を提起し、勝訴すれば株主の地位を回復するから（失わなかったこ

とになる）、会社の組織に関する訴えについて、原告適格を欠くとして訴え

が却下される前に決議取消訴訟を提起すれば、原告適格を失わないと解すべ

きであろう。

　次に、募集株式の発行、新株予約権の行使により新株が発行されるという

会社の行為により、原告が一定の議決権数・株式数（少数株主権の要件）を

欠くに至った場合であるが、少数株主権とするのは濫用防止の趣旨であるか

ら、提訴時に少数株主権の要件を満たしていれば、濫用防止と無関係な後発

的事情により原告適格を失うと解すべきではない（反対説がある）。

4-1-6　請求認容判決と対世効（第三者効）

　民事訴訟法上、判決の効力が及ぶのは訴訟当事者と当事者と一定の関係の

ある者に限られ、第三者には及ばないが（民訴１１５条 １ 項）、形成判決の場合

は、すべての法律関係を画一的に処理する必要があるから、対世効（第三者効）

が認められている。会社法は、会社の組織に関する訴えの原告勝訴の確定判

決の効力は、第三者に及ぶとして対世効（第三者効）を認めている（会８3８条）。

法律関係の画一的処理のためである（たとえば、株主総会決議無効確認の訴え

の判決は、原告と被告会社間だけでなく、すべての関係者との関係で無効となる）。
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これに対し、請求棄却判決（原告敗訴判決）は、原告の請求は認められない

とする判決であり、当事者で確認的意味を有するにとどまり、対世効は認め

られない。

4-1-7　判決の遡及効の否定

　会社の組織に関する訴え（会８3４条 １ 号～１２号の ２・１８号・１９号に限る）の請

求認容判決が確定した場合は（原告勝訴の確定判決）、判決により無効とされ、

または取り消された行為は将来に向かってのみ効力を失う（同８3９条）。無効

または取消しの判決の効力は、行為時に遡って効力が失われるのが原則であ

るが、法律関係の安定性の確保と複雑な処理を回避するとの観点から、遡及

効を否定し将来に向かって効力が失われるとするのである。そこで、会社の

組織に関する行為がなされた時から、無効・取消しの判決の確定までの間に

なされた行為は有効であり判決により影響を受けない。判決確定後、将来に

向かって無効（行為の効力が失われる）となる。遡及効の否定は、会社の組

織に関する訴え（たとえば、総会決議の無効確認訴訟）を形成訴訟とみること

と整合性がある。

4-1-8　敗訴した原告の損害賠償責任

　原告が、会社の組織に関する訴えに敗訴した場合に、悪意または重大な過

失があったときは、被告に対し、連帯して損害賠償責任を負う（会８４６条）。

原告は敗訴した場合でも、悪意または重大な過失がなければ責任を負わな

い。悪意とは請求に理由がないことを知りながら提訴した場合であり（故意

の提訴）、重大な過失とは相当の注意を払えば、請求に理由がないことを知

り得た場合である。悪意または重大な過失があることを責任要件とすること

は、提訴による不法行為の成立要件を厳格にしたものである（不法行為は通
常の過失であるが、提訴が不法行為となるためには、重大な過失を要求する解釈

がすでになされている）。悪意または重大な過失がなければ、損害賠償責任の

を負わないとするのは、通常の過失によって提訴の不法行為が成立するとす

れば、株主等が損害賠償を恐れて提訴をためらうことになるばかりか、事実

と証拠は会社にあり、原告が十分に知り得ないという事情による。
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　連帯して損害賠償責任を負うのは、原告が複数の場合である。しかし、原

告が複数の場合でも、悪意または重大な過失の有無は各人ごとに個別に判断

することになる。組織に関する訴えの被告（会社）が、敗訴原告（株主等）

を相手に損害賠償請求訴訟を提起するのであるが、敗訴原告に悪意または重

大な過失な過失があることは、損害賠償請求訴訟の原告（会社）が証明しな

ければならない。

２ 　会社による役員の責任追及訴訟

4-2-1　会社による役員の責任追及等訴訟

　役員等（取締役・会計参与・監査役・執行役・会計監査人）は、会社に対し

任務懈怠責任を負い（会４２3条 １ 項）、取締役または執行役は、利益相反取引

規制に違反する取引により会社に損害を与えた場合等、特別の責任を負う場

合があり、また会社に対し法定の支払義務を負うことがあ。さらに、契約上

の義務を負う場合がある。

　役員等がこれらについて義務を履行しない場合、会社は役員等を相手に責

任追及等の訴え、その他支払請求訴訟を提起することになる。この場合、会

社を代表して訴訟を追行するのは、代表取締役等の会社を代表する取締役、

代表執行役であるが、会社が取締役または執行役に対し、支払請求する場合

は、本来の会社代表者が会社を代表して訴訟を行ったのでは、会社と取締役

等間の特殊な関係から。適切な訴訟追行が期待できない。会社代表者が、被

告となる場合は、その者が訴訟上会社を代表したのでは利益が相反すること

になる。そして、これは、取締役等から会社を被告とする訴えを提起する場

合にも生ずる。そこで、会社法は「会社と取締役間の訴訟」として、会社の

組織形態に応じ、訴訟上会社を代表する者について特別の定めをしている

が、複雑である。そして、訴訟上会社を代表する者が、代表訴訟の提起前の

提訴請求の相手方、訴訟告知を受け訴訟参加する者、代表訴訟における和解

において会社を代表する者となり、それを誤ると手続は不適法になる。
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