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会社法 

第１章 会社法の意義 p１～6 

１．会社の意義 p1 

２．会社の権利能力の範囲 p1～2 

３．法人格否認の法理 p2～3 

４．会社の商人性・会社の行為の商行為性 p3 

５．名板貸会社の責任 p4 

６．表見支配人 p5～6 

 

第２章 設立 p7～15 

第１節．序説 p7 

  準則主義／発起人／設立方法 

第２節．設立手続に関する問題点 p7～12 

１．出資の履行 p7～10 

２．変態設立時効 p11～12 

第３節．設立中の会社の法律関係 p12～13 

１．設立中の会社 p12 

２．設立費用 p12～13 

３．開業準備行為 p13 

第４節．成立後の株式会社に対する責任 p13～14 

１．任務懈怠責任 p13～14 

２．出資に関する責任 p14 

３．責任の免除 p14 

４．疑似発起人の責任 p14 

第５節．設立の無効・会社の不存在・会社の不成立 p15 

１．設立の無効  

２．会社の不存在                                        

 ３．会社の不成立        

 

第３章 株式 p16～39 

第１節．株式と株主 p16～21 

１．他人名義による株式の引受け p16 

２．株主平等の原則 p17～19 

３．利益供与の禁止 p19~21 

第２節．株式の譲渡自由の原則・譲渡制限 p22～25 

１．定款による制限 p22～24 

２．契約による譲渡制限 p24～25 

第３節．株式の準共有 p25～28 

第４節．株式の譲渡と権利行使の方法 p28～34 

  １．株券発行前の譲渡 p28～29 

  ２．株主名簿の名義書換え p30～34 
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第５節．自己株式の取得・子会社による親会社株式の取得規制 p34～39 

１．自己株式の取得 p34～38 

２．子会社による親会社株式の取得 p38～39 

 

第４章 機関 p40～122 

第１節．株主総会 p40～55 

  １．株主総会の決議事項 p40 

  ２．株主総会の招集 p40～41 

  ３．議長の議事整理に関する権限 p41～42 

  ４．累積投票制度 p42 

５．議決権の代理行使 p43～44 

６．取締役の説明義務 p45 

７．株主総会決議の取消の訴え p45～53 

８．株主総会決議の不存在確認の訴え p53～54 

９．株主総会決議の無効確認の訴え p54～55 

第２節．取締役・取締役会 p56～107 

  １．取締役と株式会社との関係 p56 

２．取締役の選任・解任 p56～57 

  ３．取締役の職務執行停止・職務代行者の選任 p58 

  ４．表見代表取締役 p58～61 

  ５．取締役会 p61～64 

  ６．代表取締役 p64～68 

  ７．競業取引 p68～73 

  ８．利益相反取引 p73～82 

  ９．取締役の報酬等 p82～88 

10．任務懈怠責任 p88～101 

11．対第三者責任 p102～107 

第３節．監査役・監査役会 p108～112 

  １．監査役の監査権限 p108～109 

  ２．非監査役設置会社 p109～110 

  ３．監査役の同意権・提案権・決定権・意見陳述権 p110～111 

  ４．監査役の兼任禁止 p111～112 

  ５．監査役の報酬等 p112 

第４節．役員等の責任の追及等 p113～122 

 １．株主代表訴訟 p113～116 

  ２．多重代表訴訟等 p117～119 

３．違法行為等差止請求 p119～120 

４．検査役の選任請求 p120～122 

 

第５章 資金調達 p123～144 

第１節．募集株式の発行等 p123～140 
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１．有利発行 p123～126 

２．出資の履行に関する問題点 p126～130 

   仮装払い込み／債務の株式化（デッド・エクィティ・スワップ） 

３．新株発行の争い方 p130～140 

（１）新株発行の差止請求 p130～133 

（２）新株発行無効の訴え p133～139 

（３）新株発行不存在確認の訴え p139～140 

第２節．新株予約権 p141～144 

 

第６章 組織再編 p145～168 

第１節．承継型組織再編 p145～156 

１．組織再編契約の締結 p145～146 

２．事前開示 p146～147 

３．株主総会の特別決議による承認 p147～148 

４．反対株主の株式買取請求の手続 p148～153 

５．債権者異議手続 p153～154 

６．組織再編の効力発生 p154～155 

７．事後開示 p155～156 

第２節．新設型組織再編 p157～160 

 １．組織再編契約の締結・組織再編計画の作成 p157 

  ２．事前開示 p157～158 

  ３．株主総会の特別決議による承認 p158 

４．反対株主の株式買取請求の手続 p158 

５．債権者異議手続 p158～159 

６．組織再編の効力発生 p159 

７．事後開示 p159～160 

第３節．組織再編の争い方 p161～168 

 １．効力発生の前・後 p161～165 

  ２．詐害的な会社分割 p165～168 

 

第７章 事業譲渡等 p169～174 

１．概要 p169～170 

２．承認決議を要しない場合 p170 

３．事後設立 p170～171 

４．譲渡会社の債務についての譲受会社の責任 p171～174 

 

第８章 計算 p175～178 

１．会計帳簿の閲覧謄写請求権 p175 

２．論点 p175～178 
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手形法・小切手法 

第１章 手形法 p179～15 

［手形法の理論体系］ p179 

１．手形の性質 p180 

２．手形関係と原因関係 p181～182 

３．手形行為総論 p182 

４．形式的要件／実質的要件 p182～184 

５．他人による手形行為 p184～186 

６．裏書 p186～188 

７．人的抗弁 p188～191 

８．支払 p191～192 

９．遡求 p192 

10．利得償還請求権 p193 

11．手形保証 p193 

12．白地手形 p193～194 

第２章 小切手 p195 

 

 

商法総則・商行為法 

 

１．商法総則・商行為法の適用範囲 p197～198 

（１）商行為 

   絶対的商行為／営業的商行為／附属的商行為 

（２）商人 

２．商業登記 p198～199 

３．商号 p199 

４．営業譲渡 p199 

５．商業帳簿 p199 

６．商業使用人と代理商 p199～200 

支配人／その他の商業使用人の代理権／代理商 

７．商行為・商人の行為に関する規定 p200～201 

（１）商事代理 

（２）商行為に適用される規定 

   商事法定利率の廃止／債務の履行場所／債務履行の時間／商事消滅時効の廃止 

（３）企業金融の円滑化 

 多数債務者間の連帯／保証人の連帯／流質契約の許容／商人間の留置権 

（４）当事者の一方が商人である場合の規定 

   諾否の通知義務／送付品保管義務／報酬請求権／立替金の利息請求権／受寄者の善管注意義務 

（５）当事者双方が商人である場合の規定 

   契約の申込み／消費貸借の利息請求権 

８．商事売買 p201～203 



                            秒速・総まくり２０２１ 商法 

    講師 加藤喬 

5 

（１）売主の供託・競売権 

（２）定期売買 

（３）買主の検査・通知義務 

（４）買主の保管・供託義務 

９．仲立・取次 p203 

（１）仲立人 

（２）問屋 

（３）運送取次人   

10．陸上運送営業と倉庫営業 p204～206 

（１）陸上運送営業 

   荷送人の権利／運送人の義務／荷受人と運送人の関係／相次運送 

（２）陸上旅客運送人 

（３）倉庫営業者 

倉庫寄託契約／倉庫営業者の義務／倉庫営業者の権利／倉庫証券 

11．場屋の主人の責任 p207 

 「客」／寄託を受けた物品に関する責任／寄託を受けない物品に関する責任／高価品の特則／594 条の責

任と不法行為責任／短期消滅時効 

12．匿名組合 p207 

13．交互計算 p207～208 
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あるから…上記各事実を前提とすれば、Y に対して退職慰労金を不支

給とすべき合理的な理由があるなど特段の事情がない限り、X 社が Y

に対して本件金員の返還を請求することは、信義則に反し、権利の濫

用として許されないというべきである。」 

［論点 8］定款の定め・株主総会決議を欠く報酬支給についての追認 

定款の定め及び株主総会決議を欠いたまま取締役に報酬が支給された後に、

株主総会がそれを追認した場合、当該報酬支給は適法・有効となるか。 

確かに、取締役の報酬等についてお手盛りの弊害を防止するために株主の

自主的な判断に委ねるという報酬規制の趣旨から、定款又は株主総会決議に

より取締役の報酬額が定められた場合に初めて取締役の具体的な報酬請求権

が発生すると解される。 

そのため、原則として取締役の具体的な報酬請求権は発生していない。 

しかし、報酬支給について株主総会により追認された場合には、これによ

り取締役の報酬額について株主の自主的な判断が下されたといえるから、追

認の決議の内容等に照らして報酬規制の趣旨を没却するような特段の事情が

ない限り、当該報酬支給は適法・有効になると解する。 

 

１０．任務懈怠責任 

「取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人…は、その任務を怠った

ときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」

（423 条 1 項）。 

（１）成立要件 

ア．責任の主体 

    責任の主体は、「取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人」で

ある。 

（ア）事実上の取締役 

取締役としての選任手続を経ていない者であっても、事実上あたかも

取締役であるかのように積極的に会社業務に関与している場合に、423

条 1 項類推適用により損害賠償責任を負うことにならないか。 

［論点 1］事実上の取締役 

事実上の取締役は、取締役としての選任手続を経ていない以上、「取

締役」に当たらないから、同人に 423 条 1 項を直接適用することはで

きない。 

しかし、適法な選任手続を経ていないというだけで取締役としての

責任を免れるのでは、会社業務の適正を図るという 423 条 1 項の趣旨

が没却されてしまう。 

そこで、取締役ではなくとも対外的にも対内的にも重要事項につい

ての決定権を有する実質的経営者には、423 条 1 項が類推適用される

と解する。 
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事案によっては「事実上、取締役と

して会社業務に関与している者」と

いうように、規範を緩和する。 
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 （イ）908条 2項や 354条との関係 

    ・選任手続を経ていない登記簿上の取締役について、908 条 2 項の適用

ないし類推適用により、会社に対する任務懈怠責任（423 条 1 項）と

の関係で「取締役」とみなすことはできない。908 条 2 項は会社外部

の第三者の信頼を保護するために、会社外部の第三者との関係で不実

登記の公信力を定めた規定だからである。 

・選任手続を経ていない使用者について、354 条を類推適用することで、

会社に対する任務懈怠責任（423 条 1 項）との関係で「取締役」とみ

なすこともできない。354 条は、会社外部の第三者の信頼を保護する

ことで取引安全を図ることを趣旨として会社と第三者の関係を規律す

る規定であるし、取締役でない者を取締役と擬制するための規定でも

ないからである。 

     ➡選任手続を経ていない使用者について、354 条を類推適用すること

で、会社に対する任務懈怠責任（423 条 1 項）との関係で「取締役」

とみなすこともできない。354 条は取引安全を趣旨とする規定であ

るところ、任務懈怠責任では取引安全が問題となっているわけでは

ないし、取締役でない者を取締役と擬制するための規定でもないか

らである。 

イ．「任務」懈怠 

（ア）分類 

取締役の「任務」は、①善管注意義務（330 条・民法 644 条）、②忠実

義務（＝会社に対し忠実にその職務を行う義務・355 条）、③法令・定款・

株主総会決議の遵守義務（355 条）に分類される。 

もっとも、②忠実義務は①善管注意義務を敷衍して一層明確にしたに

とどまりこれと別個の高度な義務ではないと解されており、「善管注意義

務の一部であるところの忠実義務」と表現されることもあるから、①は

②を包摂する。 

取締役は①善管注意義務・②忠実義務の一内容として、（ⅰ）株主の

利益の最大化のために忠実に、善良な管理者の注意をもって職務を行う

義務（株主利益最大化の原則）と、（ⅱ）会社の利益を犠牲にして自己

又は第三者の利益を図ってはならないという義務を負っていると解され

ている。 

（イ）「任務」の内容を明らかにする 

     論文試験では、㋐「取締役」の「任務」の内容を明かにする➡㋑取締

役が㋐の「任務」を「怠った」といえるか、という流れで検討するのが

望ましい。 

     事案によっては、㋐では、当該事案で「取締役」の「任務」として負

う善管注意義務・忠実義務の内容を具体的に指摘するべき場合もある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事例で考える 237 頁、江頭 463 頁、

田中 254～255 頁 

 

 

最判 S45.6.24・百 2 

 

 

 

田中 255 頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



秒速・総まくり２０２１ 商法 

               講師 加藤喬 

90 

（ウ）論点 

［論点 2］会社を名宛人とする法令 

「取締役」は、「その任務」として「法令」遵守義務を負う（355 条）。 

①取締役を名宛人として取締役の受任者としての義務を一般的に定め

る一般規定（330 条・民法 644 条、355 条）、②これを具体化する形で取

締役がその職務遂行に際して遵守すべき義務を個別的に定める規定が

「法令」に含まれることには争いはない。問題は、③会社を名宛人とし

て会社がその業務を行うに際して遵守すべき規定まで含まれるかであ

る。 

会社が業務を行うに際して法令を遵守すべきことは当然であるか

ら、会社の業務執行を決定し、業務の執行に当たる取締役としては、職

務上の義務として、会社に法令違反をさせないようにする義務を負う。 

そこで、355 条の「法令」には、会社を名宛人とする法令も含まれる

と解する。24) 

［論点 3］経営判断の原則 

「取締役」は、「その任務」として善管注意義務（330 条・民法 644 条）

を負う。 

取締役の経営判断が萎縮することは株主の利益にならないから、取

締役は経営判断において広い裁量権を有するというべきである。 

そこで、将来予測にわたる経営上の専門的判断が必要とされる事項

の決定については、行為当時の状況に照らし経営判断の内容・過程に著

しく不合理な点がない限り、善管注意義務違反にはならないと解する。 

 

（流れ） 

上記論証を書いたうえで、①経営判断を誤った事項が、経営判断原則

が適用される「将来の予測にわたる経営上の専門的判断が必要とされ

る事項」であることを認定する。 

次に、②判断の内容・過程の合理性について、内容➡過程という順序

で検討する。 

判断の内容の合理性といっても、結果からダイレクトに判断しては

ならない。 

判断の過程の合理性では、経営方針を協議する機関である経営会議

や取締役会の検討を経ていること、弁護士（事案によっては公認会計士

等）の専門家の意見を聴取していることが重視される。 

［判例 1］完全子会社化のための株式の任意買取り 

事案：Z 社は、Z 社のグループの事業再編計画の一環として、A 社を

Z 社の完全子会社とするために、Z 社以外の A 社株主から合計
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最判 H12.7.7・百 49 
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経営判断原則の表現にはいくつか

バリエーションがあるものの、左の

表現が一般的である（高橋ほか 202

頁）。 

 

監視義務違反、会社と取締役の利益

が衝突する場面（競業取引・利益相

反取引に限られない）、法令違反行

為には、経営判断原則は適用されな

い。 

 

 

 

 

 

A 

最判 H22.7.15・百 50 

 

 
24) 会社財産の健全性を確保することを直接又は間接に目的とする法令に限って、「法令」（355 条）に含ま

れるとしてそれへの違反が直ちに任務懈怠になると解すべきであって、それ以外の法令については「法令」

に含めずに、それへの違反が善管注意義務違反に当たる場合があると考えれば十分であるとする見解もあ

る（弥永 231 頁）。 
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3160 株を 1 株当たり 5 万円・代金総額 1 億 5800 万円で買い取

り、その後、Z 社 A 社間で株式交換契約が締結された。 

   なお、株式の任意買取当時の株式評価額は 1 株当たり 9709

円であった。 

判旨：「本件取引は、A 社を B 社に合併して不動産賃貸管理等の事

業を担わせるという Z 社のグループの事業再編計画の一環とし

て、A 社を Z 社の完全子会社とする目的で行われたものである

ところ、このような事業再編計画の策定は、完全子会社とする

ことのメリットの評価を含め、将来予測にわたる経営上の専門

的判断にゆだねられていると解される。そして、この場合にお

ける株式取得の方法や価格についても、取締役において、株式

の評価額のほか、取得の必要性、Z 社の財務上の負担、株式の

取得を円滑に進める必要性の程度等をも総合考慮して決定する

ことができ、その決定の過程、内容に著しく不合理な点がない

限り、取締役としての善管注意義務に違反するものではないと

解すべきである。 

以上の見地からすると、Z 社が A 社の株式を任意の合意に基

づいて買い取ることは、円滑に株式取得を進める方法として合

理性があるというべきであるし、その買取価格についても、A 社

の設立から 5 年が経過しているにすぎないことからすれば、払

込金額である 5 万円を基準とすることには、一般的にみて相応

の合理性がないわけではなく、Z 社以外の A 社の株主には Z 社

が事業の遂行上重要であると考えていた加盟店等が含まれてお

り、買取りを円満に進めてそれらの加盟店等との友好関係を維

持することが今後における Z 社及びその傘下のグループ企業各

社の事業遂行のために有益であったことや、非上場株式である

A 社の株式の評価額には相当の幅があり、事業再編の効果によ

る A 社の企業価値の増加も期待できたことからすれば、株式交

換に備えて算定された A社の株式の評価額や実際の交換比率が

前記のようなものであったとしても、買取価格を１株当たり 5

万円と決定したことが著しく不合理であるとはいい難い。 

そして、本件決定に至る過程においては、Z 社及びその傘下

のグループ企業各社の全般的な経営方針等を協議する機関であ

る経営会議において検討され、弁護士の意見も聴取されるなど

の手続が履践されているのであって、その決定過程にも、何ら

不合理な点は見当たらない。 

以上によれば、本件決定についての Y らの判断は、Z 社の取

締役の判断として著しく不合理なものということはできないか

ら、Y らが、Z 社の取締役としての善管注意義務に違反したと

いうことはできない。」 
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     ［判例 2］銀行の取締役の善管注意義務の水準 

判旨：「銀行の取締役が負うべき注意義務については、一般の株式会

社取締役と同様に、…経営判断の原則が適用される余地がある。

しかし、銀行業が広く預金者から資金を集め、これを原資とし

て企業等に融資することを本質とする免許事業であること、銀

行の取締役は金融取引の専門家であり、その知識経験を活用し

て融資業務を行うことが期待されていること、万一銀行経営が

破たんし、あるいは危機にひんした場合には預金者及び融資先

を始めとして社会一般に広範かつ深刻な混乱を生じさせること

等を考慮すれば、融資業務に際して要求される銀行の取締役の

注意義務の程度は一般の株式会社取締役の場合に比べ高い水準

のものであると解され、…経営判断の原則が適用される余地は

それだけ限定的なものにとどまるといわざるを得ない。」 

［判例 3］会社の不祥事の公表 

判旨：「マスコミの姿勢や世論が、企業の不祥事や隠ぺい体質につい

て敏感であり、少しでも不祥事を隠ぺいするとみられるような

ことがあると、しばしばそのこと自体が大々的に取り上げられ、

追及がエスカレートし、それにより企業の信頼が大きく傷つく

結果になることが過去の事例に照らしても明らかである。…し

たがって、そのような事態を回避するために、そして現に行わ

れてしまった…違法行為によって…が受ける企業としての信頼

喪失の損害を最小限度に止める方策を積極的に検討することこ

そが、…経営者に求められ…る。ところが、…Y らはそのため

の方策を取締役会で明示的に議論することもなく、『自ら積極的

には公表しない』などというあいまいで、成り行き任せの方針

を、手続き的にもあいまいなままに黙示的に事実上承認したの

である。それは、到底、経営判断というに値しない。」 

解説：法令違反行為には経営判断原則は適用されないところ、個別

の法令上、当該不祥事の公表を義務付ける規定がないのであれ

ば、不公表は法令違反行為ではないから、経営判断原則の適用

余地がある。 

そして、本事件では、販売した肉まんに無認可添加物が含ま

れていた事実の公表が問題となっているところ、取締役がその

事実を知った時には肉まんの販売・消費者による消費が終了し

ていたため、公表により被害の拡大を回避できる状況になかっ

た。また、当該無認可添加物は、通常の使用では健康被害をも

たらすことはまずないといわれている。このように、公表・不

公表が被害の発生・拡大に影響しない事案では、公表するか否

かは、公表した場合における消費者からの批判・信頼喪失等の

不利益と、隠ぺいした場合における発覚可能性・発覚による信

B 

最決 H21.11.9 
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大阪高判 H18.6.9・H18 重判 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事例で考える 350～352 頁 
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頼喪失等の不利益を比較衡量して判断されるべき性質のものと

なるから、将来予測にわたる専門的判断を尊重するべきであり、

経営判断の原則の適用が認められるべきである。 

本事件における事実関係の下では、被告取締役らは意思決定

に先立つ情報収集をあまり積極的に行っていないこと、取締役

会で明示的に議論することもなく「自ら積極的には公表しない」

などという曖昧で成り行き任せの方針を採用することで問題を

先送りにしているという、意思決定の手続面での不適切さから、

判断過程における著しい不合理性があるとして、善管注意義務

違反を認めることができる。 

［論点 4］MBOにおける取締役の公正価値移転義務・適正情報開示義務 

MBO とは、会社の経営者（及びそれを支援するファンド等の資金提供

者）が、自らが経営する会社を公開買付により買収した上で完全子会社

化することをいう 

MBO により株式を低廉な価格で手放すことを余儀なくされた元株主

が、適正価格との差額相当額の損害の賠償を請求することが考えられる。

ここでは、MBO において取締役・監査役が善管注意義務の一環としてい

かなる義務を負うかが問題となる。 

（論証 1）公正価値移転義務 

 株式会社は会社の企業価値を向上させて会社の利益ひいては株主の

共同利益を図る仕組みの営利企業であるから、取締役・監査役の会社に

対する善管注意義務は、会社ひいては株主の共同利益を図ることを目

的とするものであるといえる。 

そして、MBO では、取締役自らが株主から MBO 対象会社の株式を

取得するという構造上、企業価値の取得・移転について取締役と株主の

間で利益相反が生じるところ、株主は、MBO に際して実現される価値

を含めて適正な企業価値の分配を受けることについて共同の利益を有

する。 

 そこで、取締役・監査役は、善管注意義務の一環として、MBO に際

し、公正な企業価値の移転を図るという公正価値移転義務を負うと解

する。 

そうすると、取締役が企業価値を適正に反映しない安価な買収価格

で MBO を行い、旧株主に帰属すべき企業価値を取得することは、公正

評価義務違反による任務懈怠となる。 

 

（論証 2）適正情報開示義務 

 株式を買い付ける取締役と売却する株主との間に大きな情報の非対

称性がある。 

そこで、取締役は、善管注意義務の一環として、株式公開買付につき

会社として意見を表明するときは、当該意見表明において、株主が株式
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東京高判 H25.4.17・百 54 
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第６章 組織再編 

第１節．承継型組織再編 

吸収合併・吸収分割・株式交換がある。 

 

１．組織再編契約の締結 

（１）手続 

取締役会設置会社では、「その他の重要な業務執行」（362 条 4 項柱書）と

して取締役会の決議により組織再編契約の内容を決定した上で、代表取締役

が株主総会の特別決議による承認を停止条件として組織再編契約を締結

（748 条、757 条、767）するのが通常である。１） 

なお、契約締結について取締役会決議を欠くことは、株主総会の承認決議

がなされれば、無効原因に当たらないと解されている。 

（２）組織再編対価 

ア．割当ての定め 

（ア）吸収合併・株式交換 

吸収合併・株式交換契約では、その対価を消滅会社・株式交換完全子

会社の株主に対してどのように割り当てるのかについて定める必要があ

る（749 条 1 項 3 号、768 条 1 項 3 号）。 

   この割当ては、消滅会社・株式交換完全子会社の株主の保有株式数に

応じてしなければならない（749 条 3 項、768 条 3 項）。ただし、これは

株主の利益保護のための要請であるから、株主全員の同意があれば異な

る取り扱いも許される。 

（イ）吸収分割 

     会社法上、分割対価を分割会社の株主に直接交付する人的分割が廃止

されているから、分割対価はいったん分割会社に交付され、分割会社の

株主に対する分割対価の交付は、①全部取得条項付種類株式の取得の対

価・②剰余金の配当（金銭以外である場合には現物配当）という形で行

われる（758 条 8 号イロ）。 

     株式分割に伴う①・②については、分配可能額規制の適用がない（792

条）。 

イ．三角合併等 

  吸収合併・吸収分割・株式交換の対価としては、存続会社・承継会社・

株式交換完全親会社の「株式」のみならず、「金銭等」を交付することがで

き（749 条 1 項 2 号、758 条 4 号、768 条 1 項 2 号）、「金銭等」の一つと

して存続会社・承継会社・株式交換完全親会社の親会社株式を交付するこ

とができる（749 条 1 項 2 号ホ、758 条 4 号ホ、768 条 1 項 2 号ホ）。 

  そして、①135 条 1 項の規定に関わらず、三角合併等に使用する株式総

数の範囲内において、子会社による親会社株式の取得が許容される（800 条

A 

 

 

 

 

弥永 360 頁 

 

 

 

弥永 388 頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
１）

 指名委員会等設置会社では、株主総会の承認を要しない場合には、組織再編契約の内容の決定を執行役

に委任できる（416 条 4 項 16 号・17 号・19 号各括弧書）。 
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1 項）うえ、②135 条 3 項の規定に関わらず、合併等の効力発生日まで取

得した親会社株式を保有することができる（2 項）。 

ウ．交付金合併等 

  対価として「金銭」のみを交付する交付金合併等も許されている（749 条

1 項 2 号ホ、758 条 4 号ホ、768 条 1 項 2 号ホ）。 

  エ．無対価合併等 

    749 条 1 項 2 号・758 条 4 号・768 条 1 項 2 号が「交付するときは」と

規定していることから、対価を交付しない無対価合併等も認められる。 

［論点 1］組織再編対価の不当性 

組織再編対価の著しい不当性は組織再編の無効原因となるか。 

組織再編対価の不当性については株式買取請求権制度（785 条 1 項、797

条 1 項）や役員等に対する損害賠償責任（423 条 1 項、429 条 1 項）による

保護が一応ある。 

また、当事会社間の交渉を通じて定められ株主総会で承認（783 条 1 項、

795 条 1 項、309 条 2 項 12 号）された組織再編対価に裁判所が介入する必

要性は乏しい。 

そこで、組織再編対価の著しく不当であること自体は組織再編の無効原因

にならないと解する。２）３） 

  

２．事前開示 

（１）概要 

吸収合併・吸収分割・株式交換の各当事会社は、吸収合併契約等備置開始

日から効力発生日後 6 ヶ月を経過するまでの間（注：消滅会社については、

効力発生日までの間）、施行規則 182～184 条・191～193 条所定の開示事項

を記載又は記録した書面又は電磁的記録を本店に備え置かなければならない

（782 条、794 条）。 

なお、株主・債権者の閲覧等の請求権もある（782 条 3 項、794 条 3 項）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

高橋ほか 484～485 頁 

 

 

 

 

 

 

東京高判 H2.1.31・百 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
２）

 確かに、略式組織再編（784 条 1 項本文、796 条 1 項本文）による株主総会の承認決議を経ずに組織再

編が行われる場合には、株主総会決議があったことを前提として組織再編対価に裁判所が介入する必要性

は乏しいということはできない。しかし、この場合には、差止請求（784 条の 2 第 2 号、796 条の 2 第 2

号）の機会があることに加え、株式買取請求権制度（785 条 1 項、797 条 1 項）や役員等に対する損害賠償

責任（423 条 1 項、429 条 1 項）による金銭賠償としての救済の可能性もあるから、基本的には、無効原因

を否定するべきである。 
 

３）
 組織再編の相手方当事会社が承認議案につき賛成に議決権を行使したことにより承認決議の取消事由

（831 条 1 項 3 号）が認められ、そのことが組織再編の無効原因になることはあり得る。すなわち、甲社

を消滅会社・乙社を存続会社とする吸収合併事案において、甲社における合併承認を議題とする株主総会

において、相手方当事会社である乙社が株主として賛成に議決権を行使したことにより、甲社にとって著

しく不利な合併比率による合併が承認されたという場合である。この場合、①存続会社乙社は、吸収合併の

相手方当事会社として承認決議について「特別の利害関係を有する者」であり、〇%もの議決権を「行使し

たことによって」著しく不公正な合併比率による吸収合併を承認するという「著しく不当な決議がされた」

といえる。したがって、吸収合併の承認決議には 831 条 1 項 3 号の取消事由が認められる。次に、②株主

総会による承認決議は、株主の利害に重大な影響を及ぼし得る吸収合併を株主の意思にかからしめるため

の重要な手続であるから、承認決議に取消事由があることは、重大な手続違反といえ、吸収合併の無効原因

になる。そして、③瑕疵ある決議の効力を早期に明確ならしめるという出訴期間（831 条 1 項柱書前段）の

趣旨から、この期間制限は取消事由の主張にも及ぶと解されるから、吸収合併社無効の訴えにおいて、無効

原因として承認決議の取消事由を主張する場合には、承認決議から 3 カ月以内にその主張をする必要があ

る。 
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（２）趣旨 

   株主に対して組織再編の承認及び株式買取請求権・差止請求権の行使に関

する判断の機会を与えるとともに、新株予約権者に対しては新株予約権買取

請求権の行使に関する判断の機会を与え、さらに、会社債権者に対しては債

権者異議を述べるかどうかに関する判断の機会を与える。 

（３）開示事項 

  ア．組織再編契約の内容 

➡782 条 1 項柱書、794 条 1 項柱書 

イ．会社法施行規則所定の事項（規則 182～184 条・191～193 条） 

・組織再編対価の相当性 

 ➡吸収合併・株式交換では、「組織再編対価について参考となるべき事項」

として、対価の内容についての詳細な事項の開示が必要とされている 

（規則 182 条 1 項 2 号・4 項、184 条 1 項 2 号・4 項） 

・新株予約権の定めがあるときはその相当性に関する事項 

・計算書類等に関する事項 

・当事会社の債務の履行の見込みに関する事項 

・以上の事項については変更があったときには、変更後の当該事項 

 

３．株主総会の特別決議による承認 

（１）原則 

   組織再編契約について、各当事会社の株主総会の特別決議による承認が必

要とされる（783 条 1 項、795 条 1 項、309 条 2 項 12 号）。 

（２）決議要件の加重 

  ①公開会社の株主に対し譲渡制限株式等（783 条 3 項・規則 186 条参照）を

交付する場合には、株主総会の特殊決議が必要である（309 条 3 項 2 号・

3 号） 

  ②株主に対し「持分等」（783 条 2 項・規則 185 条）が交付される場合には、

総株主の同意が必要である（783 条 2 項） 

（３）承認不要 

  ア．簡易組織再編 

  （ア）存続会社等の承認が不要 

   （ⅰ）原則 

存続会社・承継会社・株式交換完全親会社が交付する対価の合計額

が存続会社・承継会社・株式交換完全親会社の純資産額の 20%以下（定

款で引下可）である場合、会社の基礎的変更といえるほどの規模では

ないから、存続会社等の株主総会の承認は不要である（796 条 2 項、

施行規則 196 条）。 

（ⅱ）例外 

     ○ア合併等による「差損」が生じる場合（796 条 2 項但書、795 条 2 項） 

○イ公開会社である存続会社等が組織再編対価として譲渡制限株式を交
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付する場合（796 条 2 項但書・1 項但書） 

     ○ウ一定期間内に反対の意思を通知した株主の総議決権が一定割合に達

する場合（796 条 3 項、施行規則 796 条 3 項） 

（イ）分割会社の承認が不要 

   分割会社が承継会社に承継させる資産の合計額が分割会社の純資産額

の 20%以下（定款で引下可）である場合には、分割会社の株主総会の承

認は不要である（784 条 2 項・施行規則 187 条）。 

イ．略式組織再編 

  当事会社の一方が他方の「特別支配会社」に当たる場合には、原則とし

て、被支配会社の株主総会の承認は不要である（784 条 1 項本文、796 条

1 項本文）。 

  「特別支配会社」とは、ある株式会社の総株主の議決権の 90%以上（定款

で引上可）を有する会社を意味し、90%以上の議決権保有は、完全子会社・

その他の法人（施行規則 136 条）との共同によるものであってもよい（468

条 1 項）。 

 

４．反対株主の株式買取請求の手続 

（１）概要 

   承継型組織再編の当事会社の「反対株主」（785 条 2 項・797 条 2 項）は、

一定の場合（785 条 1 項各号・797 条 1 項但書）を除いては、効力発生日の

20 日前から効力発生日の前日（785 条 5 項・797 条 5 項）までに、株式買取

請求権を行使することができる。 

（２）財源規制との関係 

   反対株主の株式買取請求による会社の自己株式取得（155 条 13 号、施行規

則 27 条 5 号）については、組織再編の必要性と反対株主の保護を両立させ

るためのやむを得ない措置として、○ア分配可能額規制（461 条 1 項 2 号・3

号）・○イ期末の欠損塡補責任（465 条 1 項 2 号・3 号）は適用されない。 

［論点 1］「公正な価格」の内容 

785 条が反対株主に「公正な価格」による株式買取請求権を付与した趣旨

は、会社の基礎的変更をもたらす組織再編行為を株主総会の多数決により可

能とする反面において、反対株主に会社退出の機会を与えるとともに、退出

を選択した株主に企業価値の適切な分配を保障することにある。 

 そこで、「公正な価格」とは、①組織再編によって企業価値の増加が生じ

る場合には、組織再編が公正な条件で行われ、それによって当該増加分が各

当事会社の株主に公正に分配されたとすれば基準日において株式が有する

価値（＝公正分配価格）を意味し、②組織再編によって企業価値の増加が生

じない場合（企業価値の毀損が生じる場合を含む）には、組織再編がなかっ

たとすれば基準日において株式が有する価値（＝ナカリセバ価格）を意味す

ると解する。 
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ころ、裏書不連続部分について実質的権利移転の事実が証明されることで

同部分の資格授与的効力の欠缺が治癒されれば、全体としての資格授与的

効力も回復するからである。 

  ウ．手形法的流通方法による取得 

    手形の強度の流通性を保護するという制度趣旨から、権利移転的効力又

は質入れの効力を有する裏書による取得に限られる。 

    そのため、相続・合併などの包括承継、指名債権譲渡の方式による譲渡、

裏書禁止手形の取得などの場合には、善意取得は認められない。 

  エ．悪意・重過失でないこと 

    悪意の対象は、権利移転に瑕疵があることである（前記アの無制限説）。 

    基準時は、手形取得時である。 

 

７．人的抗弁 

（１）抗弁の分類 

  ア．物的抗弁 

    手形上の権利行使を受けた者が、すべての手形所持人に対して主張しう

る抗弁。 

   ex．偽造・変造、無権代理、交付欠缺（交付契約説）、受戻しなき支払 

  イ．人的抗弁 

    手形上の権利行使を受けた者が、特定の手形所持人に対してのみ主張し

うる抗弁。 

  （ア）広義 

     行使主体に限定がない（すべての者が主張しうる）。 

   ex．手形の盗難者、無権利者からの譲受人 

（イ）狭義 

   行使主体が特定の者に限定される。 

  ex．意思表示の瑕疵等、同時履行の抗弁権、原因関係等の抗弁等 

（２）17条の人的抗弁（狭義の人的抗弁） 

  ア．直接の当事者間での人的抗弁の対抗 

    直接の当事者間では、狭義の人的抗弁も対抗することができるのは当然

のことである。 

  イ．人的抗弁の個別性（抗弁を主張する側の問題） 

    各手形債務者は、自己の有する抗弁のみを主張することができ、他の手

形債務者の有する抗弁を援用できないのが原則である。 

振出            裏書          

A             B             C          

 

                    遡求（43 条） 

B は、A が C に対して有している人的抗弁を援用することで、C から

の遡求を拒むことができない。 
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 振出           裏書          

A             B             C          

 

             支払呈示（38 条 1 項） 

  

A は、B が C に対して有している人的抗弁を援用することで、C から

の権利行使を拒むことができない。 

ウ．17条（抗弁を主張される側の問題） 

  （ア）趣旨・構造 

     手形の裏書は債権譲渡であるから、債権譲渡の一般原則によれば、債

務者は、裏書人に対して対抗できる抗弁を当該裏書人からの譲受人にも

対抗できるのが原則である。しかし、このように考えると、手形取得者

が自己の関知しない前者の事情に基づく抗弁を対抗されることとなり、

手形の流通が害される。 

     そこで、17 条は、手形の流通促進を図るために、政策的に債権譲渡の

一般原則を修正し、前者との間における人的抗弁は善意の第三者に対抗

できないとする特則を定めたのである。 

     振出            裏書          

A             B             C          

 

A は、B に対して有している人的抗弁をもって、C に対抗することが

できるか。これが、17 条が規律している問題である。２） 

人的抗弁は原則として手形債権とともに移転するが、C が善意者であ

れば、C のもとで切断される（切断説）。 

（イ）悪意の抗弁（17条但書） 

     手形債務者は、「債務者ヲ害スルコトヲ知リテ」手形を取得した手形所

持人に対しては、その者の前者に対する人的抗弁を対抗できる（17 条但

書）。 

    ［論点 1］「債務者ヲ害スルコトヲ知リテ」 

同条の「債務者ヲ害スルコトヲ知リテ」は、①手形所持人が手形取得

時において、②満期又は権利行使時において③債務者が手形所持人の前

者に対して抗弁を主張することが確実であることを認識している場合

を意味すると解する（河本フォーミュラ）。 

悪意の認定時期が①であるのは、手形取得後にたまたま事情を知った

場合にまで人的抗弁を対抗されるのでは、手形取引の安全という 17 条

本文の制度趣旨に反するからである。 

抗弁の存否時期が②であるのは、②までに抗弁事由が現実に存在しな

ければ悪意の抗弁を問題にする余地がない一方で、手形取得時には抗弁
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２）

 C が手形法的流通方法によらずに手形を取得したものである場合には、17 条は適用されない（A は、B

に対して有している人的抗弁を C に対抗できる。）。 



秒速・総まくり２０２１ 商法 

               講師 加藤喬 

190 

事由が成立していなくても②までに成立することが確実であれば悪意

の抗弁の成立余地を認めるべきだからである。 

認識の程度が③とされるのは、②における抗弁主張の確実性の認識を

単なる可能性の認識と峻別することで、悪意の抗弁の成否に関する基準

の客観性を確保するためである。 

（ウ）善意者介在後の悪意 

     手形所持人が悪意であっても、その前者が善意であれば、その前主の

もとで人的抗弁が切断され、悪意の手形所持人は人的抗弁が切断された

権利を承継取得すると解されている。このように解することが、手形取

引の安全に適うからである。 

（エ）後者の抗弁・二重無権の抗弁 

  ［論点 2］後者の抗弁 

     手形所持人は、前者から人的抗弁の対抗（ex.原因関係の消滅）を受け

る場合、前々者に対して手形金の支払い請求をすることができるか。 

      ①振出           ②裏書          

A             B             C          

                    ③原因関係の解除 

                 

            ④支払呈示（38 条 1 項） 

   

      ⑤権利濫用 

 

確かに、手形行為の無因性から、裏書の原因関係が消滅しても裏書の

効力は当然には消滅せず、手形所持人は依然として手形上の権利を有

している。 

また、人的抗弁の個別性から、振出人は、裏書人が被裏書人たる手形

所持者に対して有する人的抗弁を援用することができない。 

そうすると、振出人は、手形所持人からの手形金支払請求を拒めない

ことになりそうである。 

しかし、手形所持人は、手形を所持すべき正当な権原を有さず、手形

上の権利を行使すべき実質的理由を失うに至っている。 

そこで、手形債務者は、権利濫用（民法 1 条 3 項）を理由として、手

形所持人からの手形金支払請求を拒むことができると解すべきであ

る。 

    ［論点 3］二重無権の抗弁 

約束手形の振出人・受取人間の原因関係が消滅し、裏書人（受取人）・

被裏書人間の原因関係も消滅した場合において、被裏書人たる手形の所

持人が、手形を裏書人に返還することなく振出人に対して手形金の支払

請求をしてきたときに、振出人はこの請求を拒むことができるか。 
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商法総則・商行為法 

１．商法総則・商行為法の適用範囲 

（１）商行為 

   商行為は、①基本的商行為と②附属的商行為（503 条）に分類され、①は、

絶対的商行為（501 条）と営業的商行為（502 条）に分類される。そして、営

業的商行為と附属的商行為とは、相対的商行為と呼ばれる。 

ア．絶対的商行為 

    行為の客観的性質から強度の営利性があるものとして、それが営業とし

てなされるか否かに関わりなく、商行為となる行為をいう。 

これについては、501 条各号に列挙されている。 

イ．営業的商行為 

    「営業としてする」場合に商行為とされる行為である。「営業としてする」

とは、営利の目的をもって、反復継続して行うことを意味する。 

これについては、502 条各号で列挙されている（限定列挙）。 

ウ．附属的商行為 

    商人がその営業のためにする行為をいう（例えば、営業資金にあてるた

めの借入れ）。 

    そして、「商人」（4 条 1 項）の行為は、「その営業のためにする」ものと

推定される（503 条 2 項）から、その結果、附属的商行為の推定を受ける

ことになる。 

    なお、疑似商人（4 条 2 項）の行為にも 503 条が適用される。 

（２）商人 

ア．意義 

    商人は、①固有の商人（4 条 1 項）、②疑似商人（4 条 2 項）とがある。 

    ①は「自己の名をもって商行為をすることを業とする者」をいう。「自己

の名をもって」とは、法律上、自己がその行為から生ずる権利義務の帰属

主体となることをいう。また、「商行為」とは、会社以外にとっては、基本

的商行為（絶対的商行為・営業的商行為）を意味する。さらに、「業とする」

とは、営利の目的をもって同種の行為を反復的・継続的に行うことをいう。 

イ．商人資格の取得時期 

（ア）自然人 

    自然人について、営業の開始時に商人資格を取得できることに争いは

ない。問題は、基本的商行為を行う以前の開業準備の段階で商人資格を

取得できるかである。 

    ［論点 1］商人資格の取得時期 

 まず、基本的商行為開始までは商人資格を取得できないとなると、実

際上の不都合が生じる。そして、附属的商行為は商人資格の存在を前提

としており、基本的商行為は附属的商行為の論理的前提であるが、これ

は基本的商行為が附属的商行為に時間的に先行することまで意味する

ものではないと考えることもできる。なぜならば、行為者の活動を全体
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として観察すれば、開業準備行為と基本的商行為との間に計画的な関連

性があり、開業準備行為も当該行為者の企業活動の一環として行われて

おり、かつ、行為者および相手方の合理的期待として商法が適用される

べき場合が開業準備段階でも存在するからである。そこで、開業準備段

階でも商人資格を取得し得ると解する。 

 次に、開業準備段階のいつの時点で商法資格を取得できるかについて

であるが、取引の相手方と行為者の利益との調和を図る観点からは、営

業の意思を相手方が認識し、またはそれが客観的に認識可能となった時

点で商人資格の取得が認められると解すべきである。 

 （イ）法人 

    会社は、「その事業としてする行為及びその事業のためにする行為」が「商

行為」とされ（会社法 5 条）、その結果、「自己の名をもって商行為をする

ことを業とする者」（商法 4 条 1 項）として「商人」に該当する。この意味

で、会社は生まれながらの商人であるともいわれる（設立時に商人資格を

取得する。）。 

    会社以外の法人は、自然人と同様に商人資格の取得時期を考えるべきで

ある。 

 

２．商業登記 

（１）意義 

商法、会社法その他の法律の規定により商業登記簿になす登記をいう。 

商業登記により取引上重要な事項を公示することで、一般公衆（とりわけ

取引の相手方）の調査の手間を相当程度軽減し、商取引の迅速性・安全性が

確保される。 

（２）効力 

   まず、①登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第

三者に対抗することができない（9 条 1 項前段）。１） 

   次に、登記事項について登記が存在する場合には、第三者の悪意が擬制さ

れ、その結果、第三者が「正当な事由」を証明しない限り、これを知らなか

った「第三者」に対しても登記事項を対抗することができる（9 条 1 項後段）。

ここでいう「正当な事由」とは、登記されている事項を知ろうとしても知り

得ない客観的障害を意味する。 

   さらに、③故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が

不実であることを善意の第三者に対抗することができない（9 条 2 項）。これ

は、外観理論または禁反言法理に基づき、不実登記に一種の公信力を認めた

 

 

 

 

 

最判 S33.6.19・百 3 
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商業登記の消極的公示力 

 

商業登記の積極的公示力 

 

 

 

 

 

 

 

 
１）・本条は取引的不法行為にも適用される。 

・「対抗することができない」とは、登記義務者から「第三者」に対して登記すべき事項を主張できない

という意味である。したがって、「第三者」の側から登記すべき事項について主張することは認められ

る。 

・「第三者」とは、登記事項について正当な利害関係を有する者をいう。 

・「善意」とは、登記事項の存在を知らなかったことを意味し、過失（重過失を含む）の有無を問わない。

その判断時期は、「第三者」が登記事項について法律上の利害関係を有するに至った取引の時である。 
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ものである。「善意」については、外観理論から、登記を実際に見て信頼した

ことを要求する見解もある。これに対し、登記の基礎となっている事実の信

頼があれば足りるとする見解もある。 

 

３．商号 

商人（会社を除く）がその営業上自己を表示するために用いる名称もしくは

会社の名称をいう。 

 

４．営業譲渡 

  これについては、会社法で説明した。 

 

５．商業帳簿 

商人が営業のために使用する財産の状況を記録するために作成することを義

務づけられている帳簿であり、会計帳簿と貸借対照表から成る。 

 

６．商業使用人と代理商 

雇用契約によって特定の商人に従属（＝指揮監督に服する）し、その商業上

の業務を対外的に補助する（＝代理する）者を商業使用人という。 

                      支配人 

                      ある種類または特定の事項の委任を受けた使用人 

              商業使用人   物品販売等店舗の店員     

                      その他の商業使用人 

        雇用                               代理 

                                          

 

企業補助者    

                      締結代理商 

              代理商    

                      媒介代理商 

委任             

       準委任                   媒介 

 

              仲立人 

    

              問屋・運送取扱人                取次 

準問屋 

（１）支配人 

   これについては、会社法で説明した。 

（２）その他の商業使用人の代理権 

   ①ある種類または特定の事項の委任を受けた使用人（25 条）、②物品販売

 

 

 

 

C 

商法 11 条～15 条 

 

 

C 

商法 16 条～18 条 

 

C 

商法 19 条 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商法 20 条～24 条 
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