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判例研究

︹商法

取締役および監査役の解任に関する正当事由

新株発行および取締役・監査役の言動に株主の信頼感を喪失

じさせ︑これを役員が取得し︑役員の持ち株増加をはかり︑経

の新株発行を抜き打ち的に実行することによって︑失権株を生

①Y会社の株主に相談せず︑一株一︑五〇〇円による三万株

三四八︺

︵難灘難融二翫難指櫻肛韓葱︑二茎︑至︶

させるものが含まれているが︑取締役・監査役として適格を欠

営権の安定を図ろうとする目的のため︑瓦の主導のもとで︑瓦

一項に定めある正当事由があるとして︑以下の三点を主張した︒

くとか︑客観的に職務遂行が不可能であるとか障害があるとか

︹判示事項︺

とは認められない︒

会社の創始者の一人であって︑年長者でもあることをかさにか

締役より絶対的に多くの株式を有する大株主であり︑かつ︑Y

過ぎないにもかかわらず︑Y会社および訴外A関係会社の全取

②凡は︑監査役として︑本来会計監査の職務権限を有するに

が協力して︑突然の大幅な新株発行を行なった︒

実︺

商法二五七条︑二八○条

︹参照条文︺

︹事

け︑その職務権限を越えて越権的言動をなし︑両者の組織と秩

被告Y会社は︑自転車向車輪︵キャスター︶の製作およびこ
は︑昭和五九年五月一〇日に開催された臨時株主総会において

れに付帯する一切の事業を目的とする株式会社である︒Y会社

序を混乱させた︒

③Lも越権行為をなし︑Y会社およびA会社の組織と秩序を

決議をなし︑昭和六〇年四月の定時株主総会終結時まで任期を
残している原告瓦を監査役から︑原告濁を取締役からそれぞれ

︹判

混乱させた︒

請求認容︒

旨︺

解任した︒XとLは︑この解任によって損害を被ったとして本
Y会社は︑Xらの解任について︑商法二五七条一項．二八O条

訴に及んだ︒
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一

せるに足りる行為であったとしても︑︵訴外︶A︵関係会社︶と

としては必ずしも適切ではなく︑右大株主らの信頼感を喪失さ

二

こと−−−原告ら及び︵訴外︶B︵Y会社代表取締役︶︑︵訴外︶C

主らが︑同原告の言動を実質以上に過大に取り上げ︑非難して

ないではなく︑むしろ︑原告瓦に不信感をつのらせた前記大株

役員会という意見交換の場においてはあながち無理からぬ面も

﹁原告Xの⁝⁝言動は︑被告の監査役という地位にある者

し︑事前の説明がなされていなかったこと︑⁝⁝原告Xは︑被

被告との合同役員会における原告XのAに関する言動は︑合同

︵Y会社取締役︶が︵訴外︶D会計事務所に赴いた際︑原告Xが

﹁本件新株発行に際し︑原告Xを除く被告の他の大株主に対

から︑話さないで新株発行を実行したほうがよい旨述べていた

告の役員会において⁝⁝大株主に事前に相談すると反対される

増資によって実権を握る方法について相談をしたこと︑D税理

﹁被告とA︵会社︶との⁝⁝密接な企業関係を考慮すると原告

いるものといえよう︒﹂

ることや︑第三者割当ての方法による新株発行について説明を

士から︑失権株を役員が引受けることにより経営権を確保しう

面もないではなく︑また︑いずれも↓過的なものであって︑前

A︵会社︶の取引先との応接を行うこともあながち無理からぬ

え︑⁝⁝同原告が以前A︵会社︶に勤務していたことからすれば︑

であり︑したがって経営権の確保という目的は後退したこと︑

記各言動のみでは︑同原告の解任について正当事由があるもの

瓦のなした⁝⁝言動は︑必ずしも適切でない面はあったとはい

最終的に生じた失権株は一五〇株にとどまったことが認められ︑

と認めることはできない︒﹂

受けたが︑検討の結果第三者割当ては実施困難ということで︑

・⁝−被告は︑当時樹脂工場内製化のために資金調達の必要性が

三

結局︑株主割当てによる新株発行を実施することになったもの

生じつつあったこと︑新株︸株あたりの発行価格は一︑五〇〇円

を喪失させるものが含まれているといえるが︑それらを考慮し

ても︑原告Xが監査役として︑同＆が取締役としてそれぞれ適

﹁前記新株発行及び原告らの言動には︑被告の株主の信頼感

じるのを意図して高額にしたものとはいえないこと⁝⁝本件新

と︑当時の株主間の慣行的な取引価格であり︑特に失権株が生

格を欠くとか︑あるいは客観的に職務遂行が不可能であるとか

障害があると認めるに足りる的確な証拠はないといわざるをえ

よりなされたものであることが認められ⁝：以上の事実に照ら

すと︑本件新株発行が⁝⁝被告の大株主の信頼感を喪失させる

︹評

ない︒﹂

株発行の決定は︑代表取締役B︑取締役Cを含めた取締役会に

に足りる行為であったことは認められるものの︑そのことのみ

判旨に賛成する︒

釈︺

では原告らの解任について正当事由があるものとは認めること
はできないといわざるをえない︒﹂
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のは︑明治三二年の商法においてである︒明治三二年の商法一

一 現行商法二五七条一項と同趣旨の規定が商法典に置かれた

ルモノナカルヘシ況ンヤ前条二於テ取締役ノ任期ヲ三ケ年内二

ヲ解任セス之二会社ノ興廃存亡ヲ来タスヘキ重大ノ任務ヲ託ス

キニ於テヲヤ故二本条ハ断然現行商法二反対ノ主義ヲ採リタリ﹂

制限セル以上ハ其損害賠償額モ亦多額二上ルコト到底ナカルヘ

月発刊﹀一五七頁︑一五八頁︶︒なお︑明治二九年一〇月一九日

と説明された︵法典質疑会・法典修正案理由書︿明治三一年六

れているものを﹁正当ノ理由﹂と規定し︑さらに︑現行法の﹁其

ノ任期ノ満了前二﹂との部分を﹁其任期前二﹂と表現し︑また︑

六七条は︑現行商法二五七条一項において︑﹁正当ノ事由﹂とさ

現行法の﹁其ノ取締役﹂との部分を︑﹁其取締役﹂としていた以

にすべきである点が指摘され︵法典調査会商法委員会議事要録・

の第三一二回商法委員会での議論において︑取締役を﹁正当ノ理

法務大臣官房司法法制調査部監修・日本近代立法資料叢書19一

由﹂なくして解任する場合に損害賠償請求権が生ずる旨を明確

明治三二年の商法に先だつ明治二三年の商法一九七条は︑﹁取

外は﹁但﹂と﹁但シ﹂の表現を除き全く同じである︒右のよう

締役又ハ監査役ハ何時ニテモ総会ノ決議ヲ以テ之ヲ解任スルコ

八六頁︶︑原案条文にはなかった﹁正当ノ理由﹂の部分を追加

な字句修正は︑昭和二二年の改正商法以来のものである︒

トヲ得其解任セラレタル者ハ会社二対シテ解任後ノ給料若クハ

する契機となったものと解される︒

明治二三年商法一九七条は︑﹁任期前二解任セラレタル取締役ハ

ついては︑次のようにその理由書で説明されている︒すなわち︑

おいて継承しながら︑その但書において趣旨を変更したことに

して取締役会に委ねたため︑それと対応して取締役の地位の安

正商法が︑﹁取締役の権限を拡大して︑業務執行の決定を原則と

とを要する旨が規定されるに至ったが︑その理由としては︑改

れ︑取締役解任決議は︑旧法とはちがって︑特別決議によるこ

昭和二五年の商法改正によって︑商法二五七条二項が追加さ

其他ノ報酬又ハ償金ヲ請求スルコトヲ得ス﹂と規定していた︒

其解任二因リテ生シタル損害ノ賠償ヲ会社二請求スルコトヲ得

社法解説一四九頁︶︑あるいは︑﹁かように解任決議を厳格にし

定を図ったための改正である﹂とか︵鈴木

明治三二年の商法が︑取締役は何時でも解任し得る点を本文に

ルヤ否ヤニ付ニハー⁝其請求ヲ許サ￥サルモノト為シタリ是レ

アルヲ恐レテ其実既二信任ノ欠乏スルニモ拘ハラス忍ヒテ之ヲ

其解任セラレタル取締役ヲ会社二対シ損害賠償ヲ請求スルコト

締役の地位の安定をはかる方策としては︑正当な事由がない限

はかり︑安んじてその職務に専念せしめようとするにある︒取

業務の執行は挙げて其手に委ねられた結果︑その地位の安定を

た理由は︑新法では取締役の権限か拡大され︑原則として会社

石井・改正株式会

此場合二於テ会社二損害賠償ノ責任ヲ負ハシムルトキハ株主ハ

ル損害賠償ヲ請求セラルルコトヲ恐レテ信任ノ映乏セル取締役

解任セサルニ至ルヲ慮リタルモノナルヘシト錐モ実際上僅々タ
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︵大隅口大森・逐条改正会社法解説二四七頁︑二四八頁︶︒

決議の方法を厳格化するに止めたのである﹂と説明されている

するのも一法である︒新法はこの立場をとらないで︑ただ解任

りたとえ株主総会の決議によるも取締役の解任をなしえないと

り規定しているものと解すべきであろう︒この法定責任説が現

を必要としない法定の特別責任を商法二五七条が衡平の観点よ

前提のもとに︑正当事由なしで解任したことにつき故意・過失

間の調和をはかったものであり︑取締役の解任を適法行為との

巻六二頁﹀︶︒

在通説となっている︵今井・新版注釈会社法二五七条注二︿六

商法二五七条一項但書における解任取締役の損害賠償請求

二

る立場によれば︑解任に関する﹁正当事由﹂も︑会社ないしは

三

権の法的性質については︑学説の対立がある︵鈴木﹁株主総会
による取締役の解任に関する一考察﹂法学研究六六巻一号一七

商法二五七条一項の損害賠償を右のように法定責任と解す

九頁以下に学説が明解に紹介・批判されている︶︒損害賠償請求

〇頁﹀︶︒その場合︑﹁正当事由﹂とは︑取締役の地位そのものと

に求められることになる︵今井・前掲二五七条注二四︿六巻七

相容れない︑あるいは︑任用契約自体に違反するような作為・

株主側の解任自由の利益と取締役の地位確保の利益の調和の中

会社との間には不解任特約があるので︑解任すれば︑不解任特

不作為があること︑または︑取締役に業務執行させるに当って

責任と解したり︑あるいは︑任期の定めある場合には取締役と
約違反の債務不履行責任が発生すると解するほうが違法行為に

障害となるべき状況が客観的に生じた場合と解されることとな

という言葉の法体系上の位置づけからすると︑それを不法行為

れない︒しかし︑不法行為責任説では︑取締役解任が不法行為

基づく責任ということで︑すわりが良いように思われるかもし

の発行と役員会や販売活動上の意見・対応方針の相違が正当事

本件においては︑会社経営権確保を内心のねらいとする新株

る︵鈴木・前掲六六巻一号↓八六頁︶︒

由に関して問題となっている︒本件新株発行については︑その

ではないし︑また︑債務不履行責任説の構成では︑結果的に︑

を構成するのは極めてまれであるため︑取締役の保護には充分

認められたと同じこととなり︑会社側に損害賠償責任を広く認

任期の定めがあれば︑取締役の報酬請求権がいわば既得権的に

従えば︑その存在は認められないものと考えられる︵同旨︑森・

に対応すればよいのだから︑﹁正当事由﹂についての右の理解に

っても︑権限ある業務執行機関が自己の責任のもとで是々非々

違法性は認定されておらず︑また︑意見・対応方針の相違があ

に認められた取締役・監査役の解任自由︑つまり︑信頼関係確

考察すると︑商法二五七条と二八O条は︑会社ないしは株主側

本件解説・法学セミナー四一五号二一六頁︶︒ところで︑本件に

商法二五七条に関する前述したような立法の沿革を踏まえて

めることとなりかねず妥当とはいえない︒

保のための解任行動の自由と取締役・監査役の地位安定確保の
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おいて︑大株主の信頼感を喪失させた旨が認定されているが︑

権限ある会社機関による毅然たる態度に基づく権限行使が充分

きにしもあらずである︒しかし︑そのような言動があっても︑

本件原告Xの言動に関しては︑いささか言いたい放題との憾な

に可能なのだから︑株主側の不快感はともかくとして︑判旨に

観的側面を重視せざるを得ず︑その点は﹁正当事由﹂とはなり

賛成できる︒

前述したような取締役・監査役の地位確保の利益を考えると客

一〇頁は︑アメリカ法を参考にして同旨︒なお︑東條・本件評

加藤

修

︵平成六年六月二七日稿︶

得ないと考えられる︵森田・本件評釈・商事法務一二八五号一

釈・ジュリスト九八一号一一九頁は︑判旨の言い回しでは︑ど
んなに信頼感を喪失させようとも︑解任の正当事由たり得ない
との誤解を招くおそれがあり︑表現上問題ありと指摘︶︒思うに︑
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