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はしがき

会社は、さまざまなステークホルダーを対象に幅広い経済活動を行うこと
から、多くの法的紛争に直面します。取引先や顧客との民事訴訟や、従業員
からの労働訴訟、競合相手との知的財産権訴訟などその範囲は多岐にわたり
ます。加えて、会社特有の類型として会社法に基づく会社訴訟があります。
近年は、株主をはじめとするステークホルダーの意識の高まりなどから、会
社訴訟への適切な対応が重要な課題となっています。
本書は、会社法の成立とその後の改正に伴う法制度の変遷と企業を取り巻
く環境の変化の中で、ますます多様化する会社訴訟について、事例の積み重
ねによって深化・進化した会社訴訟理論を詳細に分析するとともに、実務家
である読者の方々に対して参考となる多くの書式例を提供することを目的と
しています。
そのため、本書では、会社訴訟（仮処分）制度の基本を解説したうえで

（第１章）、取締役等の役員の地位や責任追及・代表訴訟に関するもの（第２
～４章）、株主総会決議に関するもの（第５章）、株式等の発行・株主権に関
するもの（第６・７章）、組織再編に関するもの（第８章）、会社書類の閲覧
謄写に関するもの（第９章）等、会社訴訟の主要類型を取り上げて具体的に
検討し、わかりやすく説明しています。
本書は、第一東京弁護士会総合法律研究所会社法研究部会に所属して日頃
から会社法の理論と実務について研鑽を積んでいる弁護士を中心に、本書出
版の趣旨に賛同した弁護士も参加し、総勢27名の編者・執筆者が結集して、
豊富な実務経験を基に会社訴訟実務のさらなる充実をめざし、600頁を超え
る書籍として結実させたものです。
本書が、会社訴訟への対応を求められ、また、興味をもたれている多くの
方々のお手許に届き、そのご要望にお応えできるならば、執筆者全員にとっ
て望外の喜びです。
本書の出版にあたって、株式会社民事法研究会の南伸太郎氏、海谷祥輝氏
に企画段階から格別のご配慮と充実したサポートをいただき、大変お世話に
なりました。厚く御礼申し上げます。
2021年３月吉日

編者を代表して 　　　　　　　
弁護士　武 井 洋 一
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Ⅱ　取締役の解任

１　概　要

会社法は、株主総会の決議により、いつでも、かつ事由のいかんを問わ

ず、取締役を解任することができるとしている（会社法339条１項）。もっと

も会社が取締役の解任議案を付議する（同法298条１項２号・４項）事態はあ

まり考えられず（解任対象の取締役が取締役会の多数派を率いる代表取締役など
の場合には当該取締役会で過半数の賛成を得ることは困難である。したがって、

仮にもし会社が付議するのであれば、取締役の職務の執行に関して不正な行為が

あることが明らかであるにもかかわらずどうしても当該取締役が辞任に応じない

など例外的なケースに限られると考えられる）、実際には経営陣に反対する株主

が株主提案権（同法303条）として行使することが多いであろう。また、少数

株主が裁判所の許可を得て自ら招集した株主総会（同法297条４項）において

付議することも考えられる。いずれにしても取締役の解任には、一般に、当

該会社の議決権の過半数の賛成を確保しなければならない（同法341条。な

お、累積投票になった場合は同法309条２項７項・342条６項）。

それでは取締役の職務の執行に関して不正な行為または法令・定款に違反

する重大な事実があったにもかかわらず、当該取締役の解任議案が株主総会

において否決された場合どうするか。この場合、株主は一定の条件の下、当

該取締役の解任を求める訴えを提起することができる（会社法854条）。この

訴えは、提起にあたって、株式保有要件等の法定の要件を満たしていること

が必要であるものの、議決権の過半数の賛成を確保できなくとも解任事由が

認められれば当該取締役を解任することができるのであり、株主による取締

役に対する監視・監督のための有益な方法の一つといえる。
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２　取締役の解任決議

⑴　株主総会の決議による取締役の解任

取締役は、いつでも、かつ事由のいかんを問わず株主総会の決議によって

解任することができる（会社法339条１項）。

この解任の株主総会決議は普通決議で足りるが、定款で特別決議事項とす

ることもできる（会社法341条）。ただし、監査等委員である取締役について

は、会社法上、解任の株主総会は特別決議が必要とされている（同法309条２

項７号・344条の２第３項）。なお、累積投票で選任された取締役については、

普通決議で解任できてしまうとすると累積投票を認めた趣旨を没却してしま

うため、定款の定めの有無にかかわらず、当該取締役の解任は特別決議事項

となる（同法309条２項７号・342条６項）。

株主総会で取締役の解任議案が付される場面として、職務の執行に関して

不正行為があったにもかかわらずどうしても辞任に応じない取締役が居座る

場合に会社提案としてなされることもありうるが、実際には経営陣に反対す

る株主が株主提案権を行使する場合（会社法303条）、あるいは裁判所の許可

を得て自ら株主総会を招集して（同法297条４項）解任議案を議題に付す場合

が多いと思われる。

⑵　解任決議と正当な理由

会社法は、株主総会による取締役の解任決議について、当該解任に正当な

理由があるか否かは決議が有効に成立するための要件とはしていない（会社

法339条１項参照）。

しかし、解任について正当な理由がない場合には、解任された取締役は会

社に対し、解任によって生じた損害賠償を請求できる（会社法339条２項）。

これは株主に取締役解任の自由を保障する一方、取締役の任期に対する期待

を保護し両者の利益の調和を図る趣旨とされており、したがって賠償すべき

損害の範囲は、当該取締役が解任されなければ在任中および任期満了時に得
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られた利益の額となる３１。

どのような場合に正当な理由が認められるか。職務執行上の法令・定款違

反行為があった場合はわかりやすいが、必ずしも法令違反行為が存在しなけ

ればならないということでもない３２。心身の故障などにより客観的に職務執

行に支障を来すような状態になった場合についても、正当な理由が認められ

ることはほぼ争いがない３３。職務施行への著しい不適任や能力の著しい欠如

も、正当な理由にあたると考えられている３４。

取締役間の対立や会社との対立が引き金になって解任された取締役が、会

社に損害賠償請求する事案が散見され、正当な理由が否定された例も多い。

たとえば、会社の乗っ取りを企てているとして解任されたが、実際はそのよ

うな事実は認定できなかった場合３５、会社代表者と折り合いが悪くなり解任

されたが、当該取締役の職務執行に問題がなかったとされた場合３６などがあ

る。

３　取締役の解任の訴え

⑴　概　要

株主総会において取締役の解任議案が審議されたものの、必要な賛成を得

られず否決された場合に、それでも当該取締役を解任したいと考える株主

は、以下に述べる要件を満たす場合に解任の訴え（会社法854条）を提起する

ことができる３７。

取締役の解任の訴えは形成訴訟であり、判決の確定により取締役解任とい

３１　江頭憲治郎『株式会社法〔第７版〕』（有斐閣、2017年）400頁。
３２　最判昭和57・１・21判時1037号129頁。
３３　コンメンタール⑺535頁。
３４　江頭編・前掲書（注31）400頁。
３５　大阪高判昭和56・１・30下民集32巻１～４号17頁。
３６　東京地判昭和57・12・23金商683号43頁。
３７　なお、取締役解任について特定の種類株主総会決議を要する旨の定めのある種類株式が発行さ
れている場合は、当該種類株主総会で取締役会解任決議がなければ、解任の効力は生じないため
（会社法323条）、当該種類株主総会における決議の動向も留意することになる。
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う法律関係の変動の効果が発生する。

なお、監査役および会計参与についても同様の訴えを提起することができ

る（会社法854条）。

⑵　訴訟要件
ア　当事者

A　原告適格（株式保有要件）

①総株主の議決権の100分の３以上の議決権、または②発行済み株式の100

分の３以上の数の議決権を、６カ月前から引き続き有する株主である。な

お、前記①および②の持株割合および保有期間については、定款によって軽

減することが可能である（会社法854条１項１号・２号）。

非公開会社の場合は、前記①または②の持株割合の要件は必要であるが、

保有期間は要件とされていない（会社法854条２項）。

持株割合の算定にあたって、前記①の「総株主」からは、当該取締役を解

任する旨の議案について議決権を行使することができない株主（会社法854条

１項１号イ）および当該請求に係る取締役である株主（同法854条１項１号ロ）

の有する株式は除外される。また、除外された株主は、本訴えの原告適格を

有しない（いずれも同法854条１項１号カッコ書）。

前記②の「発行済株式」からは、当該会社である株主の有する株式（会社

法854条１項２号イ）および当該請求に係る取締役である株主の有する株式
（同法854条１項２号ロ）が除外される。これらの除外された株主もやはり、

本訴えの原告適格を欠く（いずれも同法854条１項２号カッコ書）。

上記の株式保有要件については単独で有する必要はなく、数人が合同して

有する場合でもよく、この場合、その数人が合同して訴えを提起することが

できる３８。

保有期間の起算点は、訴え提起の時である３９。

訴えを提起した時点で株式保有要件を満たしていた株主が、訴え係属中に

３８　類型別Ⅰ７頁。
３９　類型別Ⅰ７頁。
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この要件を欠くに至った場合（たとえば、株主が、他の者に株式譲渡を行った

場合などが典型である）は原則として原告適格を欠くことになる。ただし、

新株の発行により持株比率が減少した場合において原告適格を失うかどうか

については検討を要し、原則として原告適格は失われるものであるとしつつ

も、例外的に、新株発行が原告の持株比率を低下させて解任の訴えを回避す

る目的で行われた場合には、被告が原告適格喪失の主張をすることは権利濫

用・信義則違反により制限すれば足りると考えられている４0。

当該取締役の解任議案を株主総会に提案した以外の株主にも原告適格は認

められる。他方で、株主総会において当該取締役の解任議案に反対した株主

については、直ちに原告適格を欠くとまではいいきれないが、信義則違反や

権利濫用が争われる余地はあることに留意すべきである４１。
B　被告適格

取締役解任の訴えにおける被告は、当該会社および解任の目的とされる取

締役の双方である（会社法855条）。固有必要的共同訴訟と解されている４２。

任期満了または辞任により取締役を退任したが、法令または定款の定める

員数を欠くため、いまだ取締役としての権利義務を有している者（会社法

346条１項）については解任の訴えを提起することはできない４３。明文上の根

拠を欠くこと、このような権利義務取締役は暫定的な性格を有するものであ

ること、すでに退任しているにもかかわらず解任の訴えでさらに辞めさせる

ことは背理であることなどの考えによるものである。このような場合、株主

としては、解任の訴えによるよりも速やかに株主提案権の行使（同法303

条）、または株主総会招集請求を行い（同法297条）、新たな取締役の選任を求

４0　類型別Ⅰ７頁～８頁。また、最決平成18・９・28民集60巻７号2634頁では、株式会社の株主が
旧商法294条１項に基づき検査役選任の申請をした時点で総株主の議決権の100分の３以上を有し
ていたが、新株発行により総株主の議決権の100分の３未満しか有しないものとなった場合には、
当該会社の当該株主の申請を妨害する目的で新株を発行したなどの特段の事情のない限り、当該
申請は、申請人の適格を欠くものとして不適法である旨判示しており、参考になる。

４１　類型別Ⅰ９頁。
４２　最判平成10・３・27民集52巻２号661頁。
４３　最判平成20・２・26民集62巻２号638頁。
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める、あるいは新たな取締役の選任も難しければ、仮取締役の選任を申し立

てる方法（同法346条２項）がある。
イ　訴えの利益

取締役の解任の訴えの係属中に当該取締役が退任した場合は、訴えの利益

を欠く４４。

取締役の解任の訴えの係属中に当該取締役が任期満了で退任し株主総会で

再任された場合も、訴えの利益は原則として否定される４５。当該取締役が任

期満了に伴って退任し、その後に再任された場合には、取締役としての資

質・資格に関しての適不適につき株主総会の新たな判断がなされた以上、特

別の事情のない限り、訴えの利益を欠くと考えられるからである４６。
ウ　解任議案が否決されていること等

以下のAまたはBのいずれかの要件が必要である。
A　取締役を解任する旨の議案が株主総会において否決されたこと

株主総会において当該取締役を解任する旨の議案が否決されたことを要す

る（会社法854条１項）。

この場合の「否決」の意義は、議題とされた解任の決議が成立しなかった

ことを意味し、定足数に達する株主の出席がないため流会となった場合を含

むと考えられる４７。仮に流会の場合を含まないとすると、多数派株主が株主

総会出席をボイコットすることにより、取締役解任の訴え提起を妨害するこ

とが可能になり相当でないと思われるからである。

株主総会の議事日程において予定されていなかったにもかかわらず、緊急

動議で取締役解任が議題とされて上程され、かつ、それが否決されるという

４４　東京地判昭和31・４・13下民集７巻４号961頁。
４５　神戸地判昭和51・６・18下民集27巻５号～８号378頁。
４６　そのほかに大阪高判昭和53・４・11判時905号113頁。
４７　注釈会社法⑹73頁、類型別Ⅰ13頁。もっとも、高松高決平成18・11・27金商1265号14頁では、
いったん取締役の解任を議題として開催された株主総会が、一連の紛争の過程で先行して示され
た裁判所の判断にも従わず法をも無視した当該取締役の妨害行為により流会となり解任の議案の
表決に至らなかった場合について、このような場合も議案が否決される場合にあたるとしている。
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手続がとられた場合でも、取締役解任の訴えを提起できるか。

取締役会設置会社では、株主総会は、招集の際に定められた目的事項以外

の事項については決議ができない（会社法309条５項・298条１項２号）。その

ため、上記のような緊急動議がなされて株主総会決議で否決したという事実

があっても、会社法309条５項違反としてこれを決議の不存在または無効事

由（同法830条）ととらえれば、この否決決議をもって会社法854条１項に定

める否決決議とすることは困難となる。しかし、そうではなく、これは招集

手続等の法令違反として決議の取消事由にとどまると解釈するのであれば、

当該決議は取り消されない限りは一応有効であるので、解任の訴えは提起し

うると解することになろう４８。

以上に対し、取締役会非設置会社では、会社法309条５項のような限定も

なく、緊急動議で上程された議題について決議することもできるから、上記

のような株主総会決議の瑕疵に関する問題は生ぜず、当該緊急動議が否決さ

れれば、解任の訴えは提起可能である４９。
B　当該役員を解任する旨の株主総会の決議が会社法323条の規定により

その効力を生じないとき

株主総会で取締役を解任する旨の決議があったにもかかわらず、取締役解

任について特定の種類株主総会決議を要する旨の定めのある種類株式が発行

されている場合は、当該種類株主総会で取締役会解任決議がされないことに

よって、株主総会での解任決議が効力を生じないことを要する（会社法854条

１項）。
エ　提訴期間

解任議案が株主総会において否決された日から30日以内に、訴えの提起を

しなければならない（会社法854条１項）。

４８　旧商法下における議論の整理として、江頭憲治郎＝中村直人編著『論点体系会社法⑹』（第一
法規、2012年）237頁参照。会社法下では、会社法309条５項違反の株主総会の決議は無効ないし
不存在になるという見解も存在する（中央経済社編『新「会社法」詳解』（中央経済社、2005年）
66頁）。

４９　類型別Ⅰ14頁。
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オ　管轄・訴額

当該株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の専属管轄である（会

社法856条）。

訴額は160万円である（民訴費４条２項）。

⑶　実体的要件（解任事由）
ア　意　義

取締役の職務の執行に関し不正の行為または法令もしくは定款に違反する

重大な事実があったことが要件となる（会社法854条１項）。

「職務の執行に関し」とは、職務執行それ自体のみでなく、職務の執行に

直接または間接に関連してなされた場合も含み、たとえば、取締役会の承認

を得ない競業取引、利益相反取引も含まれる５0。

「不正の行為」とは、取締役がその義務に違反して会社に損害を生じさせ

る故意の行為、たとえば会社財産の私消が典型である５１。

法令・定款違反行為は、条文上明示されていないものの重大であることが

必要であるが５２、過失による場合も含まれる５３。経営判断については、取締

役の善管注意義務違反の判断と同様、解任事由にあたるかは慎重に判断され

る傾向にある。
イ　解任事由の発生時期

会社法854条１項は不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な

事実が「あったにもかかわらず」、株主総会で当該役員の解任決議が否決さ

れたことを要件としている。このことから解任事由は、当該役員の解任議案

の否決以前に生じていることを要するものの、必ずしも解任決議を付議した

株主総会の招集前もしくは開催前に生じていることは必要ないと解され

５0　注釈会社法⑹73頁、類型別Ⅰ15頁。
５１　注釈会社法⑹73頁、類型別Ⅰ16頁。
５２　類型別Ⅰ16頁。
５３　龍田節＝前田雅弘『会社法大要〔第２版〕』（有斐閣、2017年）183頁、類型別Ⅰ16頁。
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る５４。前掲裁判例では５５、役員解任議案が否決された後に当該役員について

生じた不正行為または法令もしくは定款に違反する重大な行為をもって取締

役の解任の訴えの解任事由とすることはできないが、当該役員解任議案が否

決された時点までに生じた事由については、解任事由をすることができるこ

とを意味するものと判示している。

上記の点は、適法に取締役の解任訴訟を提起した後、提訴期間の経過後に

新たな解任事由を追加・変更できるかということとも関係する。この点、前

掲裁判例の趣旨を敷衍すると訴訟を著しく遅延させるものでない限り、攻撃

方法の追加・変更として許容しうると解する見解もある５６。

⑷　判　決

取締役解任の判決は、会社と取締役の間の会社法上の法律関係を解消する

形成判決である５７。

解任判決が確定すると、会社の行為を待たずして当然に解任の効果が生

じ、当該取締役の残任期間における取締役としての地位を将来に向かって失

わせる効果を生ずる５８。また、裁判所書記官が職権で遅滞なく会社の本店の

所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託する（会社法937号１項１号ヌ）。

取締役解任の判決には、対世効はない。もっともこの訴えは会社および取

締役を共同被告とする固有必要的共同訴訟であるので、対世効がなくとも特

に不都合は生じないように思われる。

５４　江頭＝中村編・前掲書（注48）239頁。また、解任議案が否決された時点までに生じた事由を、
解任の訴えの解任事由とすることが常に可能かという点については、疑問な場合が生ずる可能性
を否定できなとの見解も存在する（川島いづみ「会社法854条１項の取締役解任事由が『あった
にもかかわらず』の意味」金商1271号15頁）。

５５　前掲高松高決平成18・11・27
５６　浜田ほか編・前掲書（注７）783頁。
５７　前掲最判平成10・３・27。
５８　前掲大阪高判昭和53・４・11参照。解任された取締役を、別の機会に、株主総会であらためて
取締役として選任することまでは妨げられない（注釈会社法⑹79頁）。
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【記載例２－２】　訴状（取締役解任請求）

訴　状

収　入

印　紙

　令和〇年〇月〇日

〇〇地方裁判所民事第〇部　御中

原告訴訟代理人弁護士　〇　〇　〇　〇　㊞

〒〇〇〇－〇〇〇〇　東京都〇〇区〇〇丁目〇番〇号
　　　　　　　　　　　　　原告　　　　　　　　　　　　　〇　〇　〇　〇
　　　　　　　　　　〇〇法律事務所（送達場所）
　　　　　　　　　　〒〇〇〇－〇〇〇〇　〇〇県〇〇市〇〇丁目〇番〇号
　　　　　　　　　　電　話　〇〇－〇〇〇〇－〇〇〇〇
　　　　　　　　　　ＦＡＸ　〇〇－〇〇〇〇－〇〇〇〇
　　　　　　　　　　上記訴訟代理人弁護士　　　　　　　　〇　〇　〇　〇
〒〇〇〇－〇〇〇〇　東京都〇〇区〇〇丁目〇番〇号
　　　　　　　　　　　　　被告　　　　　　　　　　　　　〇　〇株式会社
　　　　　　　　　　　　　上記代表者代表取締役　　　　　〇　〇　〇　〇
〒〇〇〇－〇〇〇〇　東京都〇〇区〇〇丁目〇番〇号
　　　　　　　　　　　　　被告　　　　　　　　　　　　　〇　〇　〇　〇

取締役解任請求事件
訴訟物の価格　160万円
貼用印紙額　　１万3000円

第１　請求の趣旨
　１　被告〇〇〇〇を被告〇〇株式会社の取締役から解任する。
　２　訴訟費用は被告らの負担とする。
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