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　コロナウイルスの猛威によって、店を開いて客を待つタイプの中小企業、

アパレル関連の大企業、旅行関連の幾多の中堅中小企業などが、年余にわた

る赤字続きで廃業し、あるいは倒産し、法的整理に入っています。あろうこ

とか、「中小企業は規模の利益がなく、労働生産性が低いのだから、潰れる

ことは合理化を進めることになり望ましいことだ」と、まことに愚かなこと

を公言し続けている政府関係者がいます。何かが狂っています。

　会社法、法人税法にお世話になって糊口を凌ぐ我ら弁護士、税理士として、

コロナ不況に抗して、些かなりとも世に貢献できる対抗策を打ち出すことが

できないものでしょうか。

　会社法制の生まれながらの不幸は、取引法の発達に引っ張られて発展して

きたことにあります。法人格はまずもって、迅速、安全な取引を実現できる

市場の下僕となるよう要求されてきました。安定的な法主体であるためには、

法人内部の意見構成員たちがいつまでも異論を主張することは許されず、会

社として意見が迅速に集約され、ただ一人の人格として立ち現れることが、

強く要求されたのです。このため、株主総会は少数派株主を黙らせるための

絡繰り舞台であり、かかる舞台を掻い潜ってきた代表取締役一人が会社の意

思発信者であるという虚構を、取引相手に信じ込ませるための舞台回しの台

本が会社法制であったということでしょう。

　しかし、このような法制度による説明の仕方は上場会社には向いていても、

中小企業には説得的ではありません。そもそも中小企業における株主は会社

に資金を投下した存在である以上、自己に不利益な他人の意見を、それに見

合う反対給付もなく、受け容れ納得するはずがないからです。そうである以

上、株主総会議決過程は、少数派を黙らせる仕組みではなく、株主同士が相

互に反対給付を吟味し合い、相手を説得し合い、相互に納得し合う取引の場

とするほかはないはずなのです。中小企業においては、株主総会の場だけで

はなく、あらゆる商的・会社法的事象にわたって、相互の取引として遂行し

実現する道しかないように思われます。つい最近の東京高等裁判所令和 ２ 年

１ 月２２日判決（金融・商事判例１59２号 ８ 頁）は、集積された日本の会社法判例
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の分水嶺を超え、この考え方に肯定的な方向を指し示していると私は考えて

います。本書はこの意味で合意を基礎とする会社法体系を追求しようとする

ものです。

　過去数年間、何度にも及ぶ会社法の改正には、上場会社クラスの大会社が

中小企業の生きる道を塞ぎ、中小企業を追い詰め、廃絶に追い込みかねない

独りよがりの方策が多すぎました。合併、株式の現物出資、株式併合のほか

に、株式売渡請求、全部取得条項付き種類株式、株式交換など数多くありま

す。最後に登場した株式交付などは、少数派株主を社外に追い出し中小企業

株式の5０％超か、場合によれば会社全体を乗っ取る技法として完成形態とも

いうべき高度な技法です。

　それら改正の度に、組織再編技術の導入は企業併合等による生産性の向上、

合理化に貢献するものであると謳われてきました。しかし事実として、どれ

だけそれら会社法改正は社会に貢献したのでしょうか。

　重要なことは、会社法改正によって企業の生産活動の合理化がどれだけ達

成されたかだけではすまないことです。それによって、どれだけ日本社会全

体の経済的更生の向上に貢献できたのか、なのです。大企業が中小企業を合

併しやすくなり、あるいは子会社化しやすくなったとして、日本全体の経済

的更生にどれだけ貢献できたのかが問われなければなりません。

　そもそも改正を立案した方々、あなた方はそれを検証したことがあるので

すか。今や日本中の中小企業が、デフレ経済から、あるいは後継者難から、

そしていまコロナ禍から、どれほど廃絶を余儀なくされていることでしょう。

企業による生産活動は、社会に貢献できるものを生産すると同時に、その反

面、社会にマイナスを与えることがあるとの認識をもたなければなりません。

　２０世紀に入り、多発する大阪アルカリ会社事件とか浅野セメント会社事件

等の企業生産活動による人身被害の発生を目前にした鳩山秀夫や我妻榮らは、

新たな不法行為理論の建設を目指しましたが、そのいずれも不法行為の成立

を企業活動の危険と調和すべきものとして論じていました（鳩山秀夫「工業

会社ノ営業行為ニ基ク損害賠償請求権ト不作為ノ請求権」法学協会雑誌２9巻 ４ 号

（１9１１年）599頁以下、6０7頁）。我妻は、不法行為制度は「対立者間の加害と責

任とを解決する制度たるべきではなく、社会に生じた災害を協力して塡補す
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るため損失の合理的分配を定める制度とならなければならない」と主張して

いました（我妻榮「現代債権法の基礎理論」同『民法研究 V　債権総論』（有斐閣、

１96８年）１3頁以下）。それによれば、被害は生身の被害者の上に発生するもの

ではなく「社会に生じた災害」であり、被害者も
4 4 4 4

加害者と共に「協力して塡

補す」べきものであったのです（拙著『現代損害賠償論』（日本評論社、１9８２年）

２3頁以下＜調和の思想としての不法行為法論＞参照）。これらの学者たちは、企

業生産活動による「社会に生じた災害」をなぜ被害者たちが加害者と共に協

力して担わなければならないかを論証することはできていません。それでも

彼らは、企業生産活動が社会に貢献するばかりではなく「災害」をもたらす

ものであるとの明快な認識があった点では共通していました。

　この間の連続する会社法の改正は、中小企業、非上場企業に対する「災害」

をもたらしているといえるでしょう。改正法を立案した方々には、その認識

があるのでしょうか。それほどまでに、中小企業、非上場企業はあなた方の

眼中にないのでしょうか。

　　　　　　　　　　・　　　　　　　　・　　　　　　　　　　

　本書が取り上げる「株主間契約」は、中小規模株式会社の株主たちまたは

その少数派の株主たちが、上場会社の法となってしまった「会社法」に不満

をもち、自分たち株主が結束して自分たちの利益を守ることができる、中小

企業の実態に適合的な、かつ、民法体系とも会社法体系とも矛盾しない、契

約法的な方法をつくり出そうとするものです。

　本書の目的は、現行の会社法が中小規模企業の法的活動の実態からあまり

にもかけ離れてしまっていることから、税理士、公認会計士、弁護士、司法

書士の方々を念頭に、会社法を、中小規模企業にとって使いやすい仕組みに

変えるため「株主間契約」という手法を開発し、深化させようと訴えること

にあります。そのための第一歩として、まず中小企業にとってもっとも身近

な税務関連事案から始めてみようという試みです。

　言葉としては、「株主間協定」のほうが実務向きかとも思いますが、やは

り民法第 3 編債権の第 ２ 章契約に根を下ろした非典型契約の一つであること

を、はっきりと打ち出したほうが、法的性質が明瞭になるであろうと考え、

「株主間契約」と本書でも呼びたいと思います。
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　読者は疑問に思われるかもしれません。株主間契約は、特に新しい技法で

もないはずだ、ただ株主と株主が契約を取り交わすことを意味するに過ぎな

いのではないか、契約が締結されたとしても相手方が約束を守らなかったと

きは、損害賠償を請求できる程度のことで、それ以上の効力はないのではな

いのか、と。確かに、そのように記述している教科書類があったことは確か

です。しかし、それは間違っています。

　令和 ２ 年 ４ 月 １ 日から施行された新民法は、その４１４条で、債務者が任意

に債務の履行をしないときは、債権者は強制履行を裁判所に請求することが

できると規定しています。実は旧民法にも、４１４条とほぼ同趣旨の規定があ

りました。強制履行とは、民事執行法の規定による直接強制、代替執行、間

接強制などの方法による履行の強制を意味しています。株主間契約に違反し

たときは、損害賠償請求だけでなく、履行の強制ができるところが本筋です。

履行の強制は、原則として、給付訴訟を起こして確定判決を得て初めて可能

になる手続ですが、訴訟提起前の段階においても、民事保全法に基づく仮差

押え、仮の地位を定める仮処分をすることが可能です。損害賠償請求債権に

ついては公正証書、株主総会における議決権行使の意思表示の履行強制につ

いては即決和解（起訴前和解）調書による強制執行の方法もあります。

　株主間契約をめぐる最大の課題は、株主総会や取締役会において、議決権

行使の仕方を約束し合う議決権拘束契約の適法性はどこまで認められるか、

その効力はどこまで及ぶとしてよいかという問題です。確かに、議決権拘束

契約に違反する株主総会議決や取締役会議決の事前の差止め（仮の地位を定

める仮処分）に関する限りは、立証手続が制限されていることからも、第三

者の利害に絡む場合があることからも、認容決定を得ることは簡単なことで

はありません。しかし、それは株主間契約だからという理由からだけではあ

りません。一つには、訴訟法上の制約があるからです。それでも、株主間契

約の内容を定款に規定することができれば、将来の株主をも拘束することが

可能になり、会社自体をも拘束することができます。株主全員が当事者であ

る場合とか株主の 3 分の ２ 以上が当事者である場合に、株主間契約に違反す

る株主総会議決がなされたときは、その取消訴訟（会社法８3１１条 ２ 号・ 3 号）

で勝訴する道もありうると考えます。
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　少数株主追い出し技法のうちでも種類株式を用いる方法は、属人株や拒否

権付き種類株式を除いて使い勝手が悪く、利用する人はそれほど多くはない

でしょう。そのほかの少数株主追い出しに利用できる組織再編手法も、反対

株主の株式買取請求に出くわして、とどのつまり、株式を買い取らされるこ

とで終わるのが常です。組織再編技法といい、株式売渡請求といい、この意

味で法的手法というよりも、少数株主に対する金銭的解決に誘導するための

脅しのテックニックにすぎないのが実態です。

　昭和４０年前後の経済復興期のころから6０年代以降の高度経済成長期にかけ

て、従業員持株制度を採用する中小規模会社が増え始め、現在では業績の良

い会社にはかなり普及しています。しかし、この制度の目的はかなりいかが

わしいというべきでしょう。数多くの会社法の教科書にも法学者の論文にも、

また裁判所の判決例にも、従業員持株制度の目的は従業員の福利を図り、従

業員の資産保有を図り、従業員の経営参画を図ることにあると、経営者を褒

めたたえる甘言が並んでいます。しかし、中小規模会社の経営者が、そんな

歯の浮いたようなことを本気で考えるはずがありません。高度経済成長期な

どに会社の業績が上がって自社株の評価額が天文学的に高くなり、自己の子

孫の負担となる相続税納税額が高額になることに怯える経営者たちが、節税

対策として従業員たちを利用する仕組みであるというのが実態です。経営者

たちは同一価格で買い戻すことを従業員に約束することによって、株式を実

際は支配しているけれど、所持はしていないと外形を偽って相続税の課税対

象株数を減少させる。取得価格は譲渡価格と同じであると言い張って株式を

買い戻す、そのようなことをすれば利益を受けるのは経営者であることは明

瞭ではありませんか。本書は、従業員持株制度の変革を目指してさまざまな

提案をします。

　少子高齢化が静かに進行しています。大量の中小規模企業が後継者を得る

こともできず、いたるところで廃業、店じまいを余儀なくされています。こ

れに対し民法も会社法も有効な対抗策を全く打ち出せません。ところが相続

税法が対策を打ち出しました。平成3０年に新設された特例事業承継税制（租

税特別措置法7０条の 7 以下）は驚くべき内容です。その概略は、親族ではない

第三者に事業承継財産たる非上場株式を贈与した場合においても贈与税納税
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義務を長期にわたって猶予し、贈与者の死亡とともに受贈者の贈与税納税義

務そのものを免除したうえ、その非上場株式のみなし相続による相続税も一

定の条件の下に猶予する仕組みです。

　この仕組みでは、最初の贈与者と最初の親族外受贈者との間との法律税務

関係は、かなり複雑なうえに、数十年以上の長期にわたって継続する関係で

す。その間には旧経営者の死亡、諸事情の変化によるやむに已まれぬ裏切り

が発生するおそがあります。経営に慣れぬ事業承継経営者がどれほど頑張っ

ても事業はうまくいかないかもしれず、投げ出したくなるかもしれない。事

業承継させようにも自分の子供たちにはどうも無理だ、それならいっそ他人

に任せようと決断した、しかしその他人に裏切られたとき、どうしたらよい

のか。事業承継税制は法的要件が厳しく、かつ煩雑で、要件の充足を維持す

ることだけでも担当税理士の負担は相当なものです。自然、事業承継税制よ

りより優れた方法はないのかと代替策を模索せずにはいられません。本書は

事業承継税制の適用によるよりは、はるかに法的にまた税法的にも安定性の

ある新設会社分割と株主間契約の組み合わせによる親族外事業承継方法およ

び議決権信託、吸収信託分割と従業員持株会の組み合わせによる親族外事業

承継方法を具体的に提示します（第 ２ 編第 ４ 章、第 3 編Ⅵ）。

　これら中小企業の眼前に横たわる幾多の難問に、本書は株主間契約の手法

をもって、あるいは株主間契約と会社分割や組織再編技法などとの結合策に

よって、税法的ないし法的に有意な解決策を提示しようとするものです。

　会社法の厳重な強行法規に比べれば、株主間契約は柔軟であることに加え

て簡易、軽便で使いやすいという特徴を挙げることができます。会社法上の

意思決定は株主総会決議、取締役会決議にみられるように、原則として、法

定された多数の株主と、同じく法定された数の取締役が特定の一カ所に同時

に集まって集団的に多数者の意思を集約して団体意思を決定する仕組みであ

り、そのために履践すべき手続は厳重となり、これを遂行するにはかなりの

時間とコストを要します。これに対し株主間契約の締結は、書面で済ませる

ことを常態とし、株主の意見を集約するために履践すべき手続や形式が要求

されるわけでもありません。

　株主間契約の考え方は欧米諸国の間で長い論理発展の歴史をもっています。

vi

はしがき



特に戦後のアメリカで実務弁護士たちの驚くほどの努力によって発展した手

法です。この歴史は、浜田道代『アメリカ閉鎖会社法――その展開と現状お

よび日本法への提言――』（商事法務研究会、１97４年）に詳しく展開されてい

ます。

　よく知られた、アメリカのデラウェア州一般会社法（DELAWARE GEN-

ERAL CORPORATION LAW）は、中小規模会社のための特別規定をもってお

り、その35１条は次のように定めています。「閉鎖会社はその定款に会社の経

営を、取締役会ではなく、会社の株主たちがすることができる旨を定めるこ

とができる」と。

　定款に規定することさえできれば、株主たちが取締役会に取って代わって

会社経営することを認めるというのです。同法の解説書（“FOLK on the the 

Delaware General Corporation Law, 5th ED.”）は、この規定が定める株主によ

る会社経営が順調にいく場合とは、株主の数が少ない場合とか、会社株主が

同一親族であるとか、仲のいい長年のビジネス仲間である場合などであろう、

そのような中小規模会社にとって、この規定は会社経営を至極簡略化できる

道を提供することになる、と説いています。

　本書は、設立以来１9年になる一般社団法人「企業再建研究会」によって企

画され、その一部会員によって執筆されました。本書末尾にその執筆者の名

前を掲げています。なお、現在、株主間契約の法務を主題とする本書の続編

の執筆を進めています。

　令和 3 年 7 月

弁護士　後　藤　孝　典
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◎本書の構成◎

　本書は、株主間契約が役立つであろう課題について、具体的な事例を設定

し、税務上の問題も十全に検討しつつ、大胆に活用方法を提案するものです。

いままで議論がほとんどされてこなかった方法だけに、問題もあり簡単とは

いかないですが、株主間契約の可能性を実感して実際の案件への活用を工夫

していただけるものを目指しました。

　本書は ３編構成となっています。第 １編が総論、第 ２編が具体例による各

論、第 ３編が株主間契約のテンプレート（書式例）と解説です。

　第 １編「総論〔株主間契約の基礎〕」（後藤孝典弁護士執筆）では、株主
間契約の意義、株主間契約の法的性質、株主間契約の種類、株主間契約の履

行強制、株主間契約における意思表示を求める強制執行、株主間契約の保全

執行（仮地位仮処分）について、それぞれ簡潔に扱います。本編の詳細は、

本書に続いて発刊を予定している『親族外事業承継と株主間契約の法務』で、

関連する事柄も含め展開します。

　第 ２編「各論〔株主間契約の活用例〕」は、株主間契約の具体的な使い
方について、その実務上の課題も含めて、具体的な事例を設けて解説します。

　第 １章「従業員持株会の課題と対策」（牧口晴一税理士執筆）では、従業
員持株会を徹底的に考究します。最初に問題とすべきは、そもそも従業員持

株会は会社の資金を使う一つの制度であるというのに、かつまた、日本の大

会社、中小会社の約80％近くが実施しているというのに、従業員持株会につ

いて、会社法にも、法人税法にも、税法通達にも、どこにも、何の規定もな

いことです。日本法の七不思議の一つかもしれません。

　まず初めに、従業員持株会とは一体、法的にはどういう性質なのか、を取

り上げます。根本的な問題として、会社が従業員持株会に、会社株式を保有

させるための資金を供給するという性質があり、かつ、取締役が従業員持株

会の議決権行使に介入できる直接間接の仕組みがある限り、取締役らが不当

にも会社の資金を使って自己の支配権維持のために従業員を篭絡する手段で

はないかという疑いを禁じ得ないのに、裁判所は合法だと言い切っているこ

とがあります（熊谷組従業員持株会事件（福井地方裁判所昭和60年 ３ 月２9日判決
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判例タイムズ559号２75頁）。同判決に関する中村一彦「会社の従業員を会員とする

持株会に対する奨励金の支出が商法２94条ノ ２に違反しないとされた事例」金融・

商事判例7２5号46頁参照）。

　この疑いを基調にしながら、牧口は、従業員持株会を親族外事業承継の主

体に転換することはできないかという問題意識を高らかに掲げ検討を開始し

ます。従業員持株会は民法上の組合であるといわれていますが、「組合員同

士の関係で」は税法的にはどういう性質をもっているのかについては解明さ

れているとはいえません。組会員同士は民法上の「合有関係」であるとされ

ていますが、合有とは税法的には何を意味しているのでしょう。合有である

ばかりに、一組合員のわずかばかりの会社株式の買い足しが、目の眩むよう

な複雑な会計処理を余儀なくさせる理由を竹中工務店事件を素材に分析しま

す。従業員持株会の法的性質が民法上の組合である限り、従業員持株会が親

族外事業承継の受け皿となることは、とどのつまり、天文学的複雑な経理と

莫大な課税が不可避となり、事実上不可能なのです。それでは従業員持株会

を「人格なき社団」として組成したらどうなるか（相続税法66条）、「一般社

団法人」として組成したらどうなるか（同法66条の ２）を解説します。しかし、

結局いずれもうまくいきません。では「従業員持株会が主導権をとって親族

外事業承継を実現する方法」はないのか、です。アメリカでは会社経営者た

ちが従業員持株会に会社を売り渡したり、逆に従業員持株会が銀行から融資

を受けて会社株式を買収した事例がゴロゴロしています。これについては、

論者である牧口は従業員持株会が会社を支配する道筋を本書の姉妹書である

『親族外事業承継と株主間契約の法務』（未刊）で詳細に提示します。なお、

それとは別に、本書第 ３編「株主間契約 TEMPLATE」の「Ⅵ　従業員持株

会型事業承継」で編著者である後藤孝典が、従業員持株会が会社の発行済株

式の過半数以上を、無対価、無税で手に入れる方法を提案します。

　第 ２章「国際税務と株主間契約」（島田幸三税理士執筆）では、受贈者は
韓国人で非居住者、そして贈与財産の所在地も韓国であるというのに、日本

人相続人に対して日本の国税徴収法に基づきその贈与についての相続税が課

税されるという、日本の相続税課税の不思議とそれを回避できない株主間契

約の限界、そしてその調整方法としての事業承継ADRを論じます。
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　第 ３章「穏やかな親族外事業承継と株主間契約」（阿部幸宣税理士執筆）
では、親族外事業承継とは現経営者と新経営者との共同事業であると把握す

べきではないかとの新視点を提起し、その観点から現行税法を巧みに利用す

る手法を解説します。

　第 ４章「会社分割を活用した事業承継」（深山曉税理士執筆）では、特
定事業承継税制を用いて、伝統ある和菓子屋を有能な番頭に任せ、事業一切

を承継させようと決意して税理士に準備を進めさせていた社長が、突然死亡

する。遺された妻と娘たち。会社株式をすべて他人に贈与してしまう特例事

業承継税制に乗っていくには遺族たちには不安がある。しかし故人の遺志は

無視できない。税理士はどの道を選択すべしと依頼人に勧めるべきか。この

ような場合、株主間契約と会社分割とを連結する手法が特例事業承継税制の

適用よりも優れている実例を示します。

　第 ５章「別れの株主間契約と課税問題」（李永壽税理士執筆）では、株
主間契約が誰にとっても有意義な存在であると認められる場合とは、お互い

仲が悪くなり、互いに別れなければならならなくなった場合であると問題を

設定し、想定される別れ方の種類に応じ、合意の別れ、喧嘩別れ、それぞれ

に想定される株主間契約の類型を整理し、特に別れに際して株式の譲渡を余

儀なくされる場合の課税関係を売主買主が法人である場合・個人である場合、

みなし配当が認められる場合・認められない場合等に類別し、詳細に検討整

理しています。組織再編行為を知る我々としては、別れよう別れようと思っ

ても相手がどうしても別れてくれない場合にも、断固として別れてしまう方

法を知っています。しかし、です。無理やり別れようとすると、相手には反

対株主買取請求権というしっぺ返しの方法があります。ところが、です。反

対株主買取請求権を完全に封じ込んでしまう方法が実はあるのです。それに

も副作用があるにはあります。しかし副作用を封じる方法もあるのです。

　第 ６章「株主間契約とM&A」（酒井修公認会計士・税理士執筆）では「ミ
ニ TOB」をかけたという事例について、応募株式数が90％、60％、45％の

三通りだった場合、ミニ TOBを仕掛けた会社が目的完遂のためとりうる方

策は何か、ミニ TOBに応じなかった株主にはどのような対応方法があるか

を株主間契約の観点から検討します。
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　特に、45％の買収しかできなかった場合にミニ TOBを仕掛けた側として、

令和 ３年 ３月 １日から施行されている株式交付制度を使ったとすれば、どの

ような法律問題、税務問題が発生するかを詳細に検討します。株式交付親会

社が株式交付を現実に利用しようとする場合、考えなければならない問題は

二つあります。一つは株式交付親会社が株式交付子会社の株主の中で誰が提

案に乗ってもよいと思っているのかを探索する手続が全くないことです。株

式交付親会社が株式交付子会社の株式の譲渡しの申込みをしようとする者に

対し、株式交付親会社の商号、株式交付計画の内容を通知しなければならな

いという規定があるだけです。それで十分小魚は寄ってくるはずだという自

信があるというのであれば「自惚れ」もいいところではないでしょうか。も

う一つは、株式交付子会社の定款に株式譲渡制限規定がある場合に備え、株

式交換の場合のように株式交換子会社の株式の全部を取得するときには株式

交換子会社は会社法１３7条 １ 項の承認を与えたものとみなす、という「みな

し規定」（同法769条 ２ 項）がありません。そうである以上譲渡制限株式につ

いての譲渡承認の手続をとらなければならいでしょう。すると手続はかなり

煩雑で厄介なものになります。それとも、大会社が株式交付手続に入れば中

小企業は喜んで譲渡承認をしてくるだろうという、やはり「自惚れ」がある

せいでしょうか。

　第 ７章「株主間契約と事業承継」（親泊伸明税理士執筆）は、資本金額
３億円、年商３00億円、経常利益２5億円、純資産２80億円、従業員数１000人と

いう中堅企業の社長が70歳になったが、その息子二人は頼りなく、その経営

能力に疑問がある場合に、社長は他人である取締役工場長に新社長になって

もらい、２0数年間は経営を任せるが、２0数年後に自分の息子の息子たち（孫

たち）に経営を担えるシッカリした者が現れた場合はそれらの孫たちに経営

を引き継いでもらいたい、もし孫たちの中には経営を引き継げる者がいない

ときには、会社の役員か従業員の中から能力あるものを選んでその者たちに

経営を承継してもらいたい、そして将来自分の家系から経営能力のあるもの

が現れたときには、その者に経営権を引き継いでもらいたいという、かなり

複雑で難解な前提条件を設定し、これを株主関契約と特例事業承継税制とを

使って税法上有利な事業承継を実現するにはどのような方法がありうるかに
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挑戦するものです。

　しかしこの大挑戦には重大な疑問が立ちはだかります。その一つは、長期

にわたる事業承継では株式移転による完全親会社を設立して創業家企業を支

配する方法、一般財団法人を設立して創業家の所有株式を配当還元方式で評

価した価額で同法人に移転し、その後同株式を創業家企業に譲渡して課税を

受けることなく金庫株とする手法を検討し、長期にわたる事業承継では組織

再編行為や税法的軽減課税手法を用いるなど株主間契約以外の手法を用いる

べきではないかという問題提起です。もう一つの重大な疑問は、２0年先、３0

年先それ以上の長期間を支配する株主間契約は利害関係者を法的拘束できる

のであろうかという疑問です。この疑問は重大です。日本においてもアメリ

カにおいても過去何回も繰り返し提起された問題点だからです。

　編者のコメントで、最近登場した、この問題に答える東京高等裁判所の判

決を二つ紹介します。これら判決は、長期間にわたる株主間契約の法的効力

を正面から肯定します。そして法的効力の存否判断は論理の問題ではなく、

証拠の問題だと明確に判示しています。さらに編者のコメントは、このよう

に長期間にわたる契約によって後世の人々を拘束する方法として、新規信託

分割契約（信託法１59条）の技術があることを紹介します。

　第 ３編「株主間契約 TEMPLATE」（後藤孝典弁護士執筆）では、株主間
契約のテンプレート（書式例）を 6例示し、それぞれ長めの解説を加えました。

　第 １は、取締役選任のための議決権相互拘束株主間契約です。第 ２は、

デッドロック回避のための解散定款に全員が同意した場合の株主間契約です。

第 ３は、譲渡制限株式を無承認で譲渡を許すための全株主間の株主間契約で

す。第 4は自己の議決権を他人に委付してしまう株主間契約です。静かに密

航性をもつ契約ですから、その威力にはかなりのものがあります。

　第 5は、名義株についての株主間契約です。名義株とは頻繁に聞く言葉で

すが、ほとんどの事例で名義株の言葉が誤用されていることを示します。名

義株契約とは正式な株主間契約の一種なのです。

　第 6は、従業員持株会が一般社団法人と組んで、これに議決権信託と吸収

信託分割を結び付けるとき、従業員持株会が、無償かつ無税で、会社の議決

権の過半数以上を支配できる方法があることを示します。
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【編著者紹介】

弁護士　後　藤　孝　典（ごとう　たかのり）

［第 １編・第 ２編コメント・第 ３編執筆］
〈略歴〉
１９3８年　名古屋生まれ
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dark side to progress』（まんぼう社、１９９１年〔『クスリの犯罪』を翻訳〕、『沈黙と爆発』（集
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長期におけるチッソの立場にも思いを寄せる水俣事件の集大成的書籍〕）、『会社分割』（初

版、かんき出版、２００3年）、『会社分割活用法』（中央経済社、２００４年）、『実践会社法』（か

んき出版、２００6年）、『会社分割』（第 6 版、かんき出版、２０１１年）、『事例にみる一般社
団法人活用の実務』（共著、日本加除出版、２０１２年）、『中小企業のおける株式管理の
実務』（共著、日本加除出版、２０１5年）、『会社の相続　事業承継のトラブル解決』（小

学館、２０１８年）、『会社分割をきわめる』（民事法研究会、２０２０年）　ほか
〈事務所所在地〉
弁護士法人虎ノ門国際法律事務所
虎ノ門後藤法律事務所
〒１０5－０００3　東京都港区西新橋 １ － 5 －１１　第１１東洋海事ビル ９  階
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【執筆者紹介】（執筆順）

税理士　牧口　晴一（まきぐち　せいいち）

［第 ２編第 １章執筆］
〈略歴〉
２００5年　名古屋大学大学院博士課程前期修了
１９８5年　税理士試験合格
〈著作〉
『非公開株式譲渡の法務・税務〔第 7 版〕』（共著、中央経済社、２０２１年）

『中小企業の事業譲渡〔第１２版〕』（共著、清文社、２０２１年）　ほか
〈事務所所在地〉
牧口会計事務所
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TEL：０5８－２5２－6２55　FAX：０5８－２5２－65１２
http://www.makigutikaikei.com/

税理士　島田　幸三（しまだ　こうぞう）

［第 ２編第 ２章執筆］
〈略歴〉
１９８８年　税理士試験合格
１９８９年　税理士登録
〈事務所所在地〉
〒１０２－００９４　東京都千代田区紀尾井町 3 －１０　紀尾井町ガーデンタワー２5０４号
TEL：０3－3２6２－００９９　FAX：０3－3２6２－８777
http://www.shimada-office.net/

税理士　阿部　幸宣（あべ　ゆきのり）

［第 ２編第 ３章執筆］
〈略歴〉
㈱西友ストアーにて電気製品の仕入・販売、㈱東京相互銀行（現東京スター銀行）

にて渉外営業、シティバンク在日支店にて融資・債権回収、銀行業および信託業
の税務を担当
１９９6年　税理士試験合格
１９９９年　阿部国際会計事務所設立
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２００6年　SU パートナーズ税理士法人創業
２０１5年　証券アナリスト協会プライベートバンカー試験試験委員（現職）
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〒733－００１１　広島県広島市西区横川町 ２ － 5 －１5　横川ビルディング 3 階
TEL：０８２－２35－3366　FAX：０８２－２35－3367

税理士　李　　永壽（り　よんす）

［第 ２編第 ５章執筆］
〈略歴〉
１９８０年　東海大学工学部卒業
１９８８年　木内総合会計事務所入所
１９９２年　税理士登録
２００3年　李会計事務所設立
〈著作〉
『小でも大を食うことができる実践会社法』（共著、かんき出版、２００6年）

『中小企業の組織再編・事業承継』（共著、中央経済社、２００7年）
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『中小企業における株式管理の実務』（共著、日本加除出版、２０１5年）

〈事務所所在地〉
１5８－００９２　東京都世田谷区野毛 3 － 6 － 6
TEL：０3－37０２－９８１3

公認会計士・税理士　酒井　修（さかい　おさむ）

［第 ２編第 ６章執筆］
〈略歴〉
１９９１年　早稲田大学法学部法律学科卒業
１９９5年　公認会計士登録
１９９９年　税理士登録
〈著作〉
『企業再構築の法律・会計税務と評価』（共著、清文社、１９９２年）

『図解入門最新国際会計基準と英文会計がよ～くわかる本』（監修、秀和システム、２００6

年）

〈事務所所在地〉
酒井修公認会計士事務所
〒１０5－０００４　東京都港区新橋 ２ 丁目１6番 １ 号　ニュー新橋ビル 7 階
TEL：０3－5１57－5２９０

税理士　親泊　伸明（しんぱく　のぶあき）

［第 ２編第 ７章執筆］
〈略歴〉
１９77年　関西経理学校卒業
２００6年　放送大学卒業
１９77年　菱村総合税務会計事務所（のち税理士法人日本経営）入所
２００１年　税理士法人関西合同事務所（のちウィル税理士法人）設立・代表社員
２０１7年　日本経営ウィル税理士法人設立・代表社員
　　　　（ウィル税理士法人と税理士法人日本経営合併）

２０１９年　日本経営ウィル税理士法人顧問就任
２０２０年　税理士親泊伸明事務所設立・代表就任
〈保有資格〉
税理士・社会保険労務士・行政書士・一級建築士
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〈得意分野〉
事業承継対策、組織再編税制・グループ法人税制、信託、日韓国際相続など
〈著作〉
『税務是認判断事例集』（共著、新日本法規、２００5年）

『小でも大を食うことができる実践会社法』（共著、かんき出版、２００6年）

『中小企業の組織再編・事業承継』（共著、中央経済社、２００7年）

『検証　納税者勝訴の判決』（共著、税務経理協会、２０１０年）

『完全攻略　グループ法人税制』（共著、MAS ブレーン出版、２０１１年）　ほか
〈事務所所在地〉
〒563－０１０3　大阪府豊能郡豊能町東ときわ台 ９ － ９ － ８
TEL：０7２7－3８－5１０6
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