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令和元年改正会社法



1 改正の経緯
• 会社法の⼀部を改正する法律（平成26年法律第90号）附則第25条
第25条 政府は、この法律の施⾏後2年を経過した場合において、社外取締役の選任状況その他の社会
経済情勢の変化等を勘案し、企業統治に係る制度の在り⽅について検討を加え、必要があると認めると
きは、その結果に基づいて、社外取締役を置くことの義務付け等所要の措置を講ずるものとする。

• 法制審議会第178回会議（平成29年2⽉9⽇）
諮問第104四号

「近年における社会経済情勢の変化等に鑑み、株主総会に関する⼿続の合理化や、役員に適切なインセ
ンティブを付与するための規律の整備、社債の管理の在り⽅の⾒直し、社外取締役を置くことの義務付
けなど、企業統治等に関する規律の⾒直しの要否を検討の上、当該規律の⾒直しを要する場合にはその
要綱を⽰されたい。」

• 会社法制（企業統治等関係）部会（部会⻑・神⽥秀樹学習院⼤学法科⼤学院教授）
平成29年4⽉26⽇以降19回にわたり開催され、平成30年2⽉14⽇の第10会会議において「会社法制

（企業統治等関係）の⾒直しに関する中間試案」のとりまとめがなされ、パブリックコメントに付され
た。平成31年1⽉16⽇（第19回会議）にて、「会社法制（企業統治等関係）の⾒直しに関する要綱
案」及び付帯決議が決定された。

• 法制審議会第183回会議（平成31年2⽉14⽇）
要綱案及び付帯決議に関して、原案どおり採択され、「会社法制（企業統治等関係）の⾒直しに関す

る要綱」（要綱）として、法務⼤⾂に答申された。

• 第200回国会（臨時会）（令和元年10⽉18⽇）
「会社法の⼀部を改正する法律案」及び「会社法の⼀部を改正する法律の施⾏に伴う関係法律の整備

等に関する法律案」の提出
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２ 施⾏時期等について

•公布⽇（令和元年12⽉11⽇から）1年6か⽉の範囲内で政令で定める⽇
（附則1条）
令和3年3⽉1⽇

•株主総会資料の電⼦提供措置の創設に関する改正規定については、公
布⽇から3年6か⽉の範囲内で政令で定める⽇。令和4年度中の施⾏を
予定

•改正会社法施⾏規則・計算規則（令和2年11⽉27⽇公布）
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3 改正案の全体像

第1 株主総会に関する規律の⾒直し
1 株主総会資料の電⼦提供制度
2 株主提案権

第2 取締役等に関する規律の⾒直し
1 取締役等への適切なインセンティブの付与
• 取締役等への適切なインセンティブの付与としての取締役の報
酬等に関する規律の⾒直し

• 補償契約及び役員等のために締結される保険契約についての新
たな規律の定⽴

2 社外取締役を置くことの義務付け、社外取締役の活⽤等

第3 その他
1 社債の管理
2 株式交付
3 その他
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4 令和元年改正の全体の特徴・位置づけ

•2014年（平成26年）改正に続く2度⽬の本格改正

•会社法の洗練化

•コーポレートガバナンス・企業統治の強化

•⽇本の証券市場への信頼確保

•企業の国際競争⼒を⾼める

•投資家の発⾔⼒が増す
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５ 参考⽂献

•令和元年改正会社法の解説 商事法務2222以下（⽴案担当者による解
説）

•令和元年会社法改正の意義 商事法務2230以下

•令和元年改正会社法の実務対応 商事法務2230以下

•「実務解説 改正会社法 第2版」⽇本弁護⼠連合会編（弘⽂堂）

•「Before/After会社法改正」 ⽥中亘他編（弘⽂堂）
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株主総会資料の電⼦提供制度



1 電⼦提供措置とは

電⼦提供措置の⽬的（時間と費⽤の節約・株主への情報提供の充実）
株主総会参考書類等をインターネットを利⽤する⽅法により提供することにより、
印刷や郵送のための作業を不要とし、費⽤を削減することを通じて、株式会社が株
主に対し、早期に充実した内容の株主総会参考書類等を提供できるようにする。

電⼦提供措置の期間はいつからいつまでか
株主総会の⽇の3週間前の⽇⼜は株主総会招集通知の発送⽇のいずれか早い⽇（電
⼦提供措置開始⽇）から株主総会の⽇の後３か⽉を経過する⽇までの間。改正法
325条の3。

なお、法制審議会では、次の附帯決議がなされている。
「株主総会資料の電⼦提供制度に関する規律については、これまでの議論及び株主
総会の招集の⼿続に係る現状等に照らし、現時点における対応として、本要綱に定
めるもののほか、⾦融商品取引所の規則において、上場会社は、株主による議案の
⼗分な検討期間を確保するために電⼦提供措置を株主総会の⽇の3週間前よりも早
期に開始するよう努める旨の規律を設ける必要がある。」

株主総会参考書類等（株主総会参考書類、議決権⾏使書⾯、計算書類、事業報
告及び連結計算書類）を株主に対して、ウェブサイト上で提供する⽅法によっ
て交付したこととすること
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2 電⼦提供措置をとるべき株主総会資料

① 法298条1項各号に掲げる以下の事項
・ 株主総会の⽇時及び場所
・ 株主総会の⽬的である事項があるときは、当該事項
・ 株主総会に出席しない株主が書⾯⼜は電磁的⽅法によって議決権を⾏使できるときは、その旨
・ 会社法施⾏規則63条各号に掲げる事項
② 書⾯による議決権⾏使を認める場合には、株主総会参考書類及び議決権⾏使書⾯に記載すべき事項
③ 電磁的⽅法による議決権⾏使を認める場合には、株主総会参考書類に記載すべき事項
④ 法305条1項の規定による株主の議案要領通知請求があった場合には、当該議案の要領
⑤ 事業報告及び計算書類（監査報告⼜は会計監査報告を含む。）に記載・記録された事項（会社が取締役
会設置会社である場合において、定時株主総会を招集するとき）
⑥ 連結計算書類に記載された事項（会社が会計監査⼈設置会社（取締役会設置会社に限る）である場合に
おいて、定時株主総会を招集するとき）
⑦ 以上の事項を修正したときは、その旨及び修正前の事項

• ただし、上記②の議決権⾏使書⾯に関しては例外︓取締役が、株主総会の招集通知（法299条1項）に際
して株主に対し議決権⾏使書⾯を交付するときは、議決権⾏使書⾯に記載すべき事項に係る情報について
は、電⼦提供措置をとることを要しない（改正法325条の3第2項）。

• 議決権⾏使書⾯（実務上、株主の⼊場票として機能）については、電⼦提供措置をとらず、書⾯により株
主に提供するのが実務上の対応となると思われる。

電⼦提供措置をとるべき次項は以下のとおり。改正法325条の３第１項各号
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2 電⼦提供措置をとるべき株主総会資料（続き）

•株主総会資料の電⼦提供措置を採⽤する会社が、株主に対して、株主総会の招
集の通知の必要的記載事項以外の事項に関する情報を任意に書⾯で提供するこ
とについてはこれを制限する規定は設けられていない。

•株主総会資料の電⼦提供措置を採⽤する会社が、特定の株主に対してのみ、株
主総会に関する情報を書⾯により提供することを制限する規定も設けられてい
ない。

•もっとも株主平等原則の観点等から、恣意的な運⽤は避けるべきであり、⼀定
の合理性を有する基準による必要

フルセットデリバリーの問題
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3 株主総会招集通知等

株主総会招集通知はどうなるのか
記載事項を⼤幅に簡略化し、(a)株主総会の⽇時及び場所、(b)株主総会の⽬的
である事項、(c)書⾯⼜は電磁的⽅法による議決権⾏使に関する事項、(d)電⼦
提供措置をとっていること（EDINETによる開⽰を⾏っている場合はその旨）、
(e)アクセスURL及びパスワード（会社法施⾏規則95条の3第1項）。改正法
325条の4第2項。

株主総会招集通知の発送時期はいつか
招集通知は、株主総会の⽇の2週間前とされる。電⼦提供措置をとる限り、公
開会社でない会社であっても同様であり、定款によっても期間を短縮すること
はできない。改正法325条の4第1項。

株主提案の議案要領記載請求権（会社法305条1項）の⾏使があった場合
電⼦提供措置によって対応する。改正法325条の4第4項。
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4 電⼦提供措置を採⽤するための⼿続

改正法施⾏⽇時点の上場会社（振替株式の発⾏会社）はどうすればよいのか
振替株式を発⾏する会社は電⼦提供措置の義務づけがされる。改正振替法159
条の2
改正法の施⾏⽇においてみなし定款変更の決議があったものとみなされる。整
備法10条2項。
→上場会社には⼀⻫に強制的に適⽤

登記の取扱い
電⼦提供措置を採⽤する定款の定めがある場合には、その旨を登記しなければ
ならない。改正法911条3項12号の2。

電⼦提供措置を採⽤するためには、定款にその旨の定めを置くことが必要。
振替株式を発⾏するためには、当該定款規定が必要となる。改正法325条の2。
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5 EDINET開⽰による電⼦提供措置の省略

電⼦提供措置として開⽰すべき事項を記載した有価証券報告書は、いつまでに提
出する必要があるのか
電⼦提供措置の開始⽇まで。

EDINETによる電⼦提供措置の省略のメリットは
EDINETを⽤いて電⼦提供をする場合、電⼦提供措置の中断の影響を受けない。

議決権⾏使書⾯に記載すべき事項
EDINETを通じて電⼦提供措置をとる対象から除かれている（改正法325条の3
第2項かっこ書き）。したがって、別途電⼦提供措置をとるか、議決権⾏使書⾯
を送付する必要がある。

有価証券報告書提出会社は、定時株主総会に関するものについては、電⼦提供
措置として開⽰すべき事項(*)を記載した有価証券報告書の提出をEDINETを使
⽤して⾏う場合に、電⼦提供措置をすることを要しない。改正法325条の3第3
項。 (*) 議決権⾏使書⾯に記載すべき事項を除く。
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6 電⼦提供措置の中断(改正法325条の6）とは

次のいずれにも該当するときは、電⼦提供措置の効⼒には影響を及ぼさない。

① 中断について会社が善意でかつ重⼤な過失がないこと⼜は会社に正当な事由
があること

② 中断の時間の合計が電⼦提供措置期間の10分の1を超えないこと
③ 株主総会の⽇までの期間中に中断が⽣じたときは、中断の時間の合計が当該

期間の10分の1を超えないこと
④ 会社が中断の事実を知った後、速やかにその旨、中断が⽣じた時間及び中断

の内容を電⼦提供措置に係る情報に付して電⼦提供措置をとったこと

なお、電⼦提供措置の調査制度は設けられていない。

株主が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれない
こととなったこと⼜は当該情報がその状態に置かれた後改変されたことをいう。
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7 書⾯交付請求

書⾯交付請求を受けた場合、会社はいつまでに書⾯を交付するのか
株主総会招集通知に際して併せて当該書⾯を交付する。改正法325条の5第2項。

書⾯交付請求はいつまでに、どのようにしてすべきか
議決権⾏使の基準⽇まで（改正法325条の2第2項）。基準⽇を定めない場合に
は、形式的には期限が定められておらず解釈問題。振替株主は、⼝座を保有す
る証券会社から⾏う（個別株主通知は不要）。

現⾏法のWEB開⽰事項の取扱いはどうなるのか
定款で定めることにより、WEB開⽰事項の全部⼜は⼀部は書⾯交付請求の対
象から除外することができる（電⼦提供制度と現⾏のWEB開⽰によるみなし
提供制度は併存）。改正法325条の5第3項。施⾏規則95条の4。

書⾯交付請求はいつまで有効なのか
⼀度⾏使された場合には、その後の株主総会に関しても有効となる。
但し、書⾯交付請求の終了についての異議催告によって、書⾯交付を終了させ
ることはできる。改正法325条の5第4項。

電⼦提供措置を採⽤する会社の株主は、会社に対して、電⼦提供措置の対象と
なる事項（電⼦提供措置事項）を記載した書⾯の交付を請求することができる。
改正法325条の5第1項。
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8 書⾯交付の終了に対する異議催告

書⾯交付請求の⽇（異議催告に対して異議を述べた株主については、当該異議
の⽇）から1年を経過したときは、会社は株主に対して、異議がなければ書⾯
交付を終了させる旨の通知をすることができる。株主の異議期間は、1か⽉以
上とされる。改正法325条の5第4項。
異議期間内に異議がなければ、書⾯交付請求は効⼒を失う。改正法325条の5第
5項。
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9 株主総会を巡る近時の動向

新型コロナ感染症対応の特別措置
•令和3年1⽉29⽇に会社法施⾏規則及び会社計算規則の⼀部を改正する省令（同
年法務省令1号）が公布され、その⼀部が同⽇から施⾏された（令和2年と同じ
措置）。
•本省令により、施⾏⽇から同年9⽉30⽇までに招集の⼿続が開始される定時株
主総会に限り、単体の貸借対照表や損益計算書等がいわゆるウェブ開⽰による
みなし提供制度の対象に含められることとされている。

バーチャルオンリー株主総会等
令和3年2⽉5⽇に産業競争⼒強化法改正等の法案が国会に提出
•⼀定の条件のもとで上場会社が経産⼤⾂及び法務⼤⾂による確認を受けて定
款を変更した場合（施⾏⽇から2年間はみなし定款変更可）にはバーチャルオ
ンリー株主総会（場所の定めのない株主総会）を実施できる特例
•株式対価M&Aにおける事前認定不要の株式譲渡益課税繰延べ等
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株主提案権



1 株主提案の改正

【改正の内容】
• 数の点で株主提案権の濫⽤的な⾏使に対処する規定は存在しなかったが、数につい
て濫⽤的な⾏使に対処する規定が設けられた。

【趣旨】
• 株主提案権の濫⽤的な⾏使の防⽌

【説明】
• 株主提案権の濫⽤的⾏使に対処するため、取締役会設置会社において株主が法305
条1項に基づく議案要領通知請求権を⾏使して同⼀の株主総会に提案することがで
きる議案の数に制限を設ける改正（改正法305条4項5項）。

• 株主が法303条1項に基づく議題提案権を⾏使して同⼀の株主総会に提案すること
ができる議題の数及び株主が法304条に基づく議場における議案提案権を⾏使して
提案することができる議案の数については制限は設けられていない。

株主提案権の改正 改正法305条4項5項
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2 株主提案の議案の数の制限

議案の個数は、どのように数えるのか
取締役、会計参与、監査役⼜は会計監査⼈（役員等）の選任及び解任議案は、役員等の種類
や候補者数にかかわらず、「１」（改正法305条4項1号・2号）
会計監査⼈の不再任議案は、会計監査⼈の数にかかわらず「１」（同項3号）。

議案が10個を超えた場合にどの議案を採り上げるのか
10を超えた数の議案については議案要領通知請求権が否定（会社は拒絶しないこともでき
る）。株主が株主提案と併せて優先順位を定めている場合にはその順位、それ以外の場合に
は会社が定める⽅法によって定める（同条5項）。

複数の株主による共同⾏使の場合の議案の数の制限はどう考えるのか
各株主について、提案する数の合計が制限を超えることができないという解釈を⽰している。
例）株主A及びBが共同⾏使により6個の議案を提出した場合、Aは別の株主Cと、Bは別の株
主Dと、それぞれ4個まで共同して議案を提出することができる。

経過措置
改正法施⾏前に⾏使された株主の議案提案権及び招集通知への記載請求権についは、なお従
前の例による。改正法附則3条。

株主が株主提案をしようとする場合の個数は、10個までとする。
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3 定款変更に関する議案の数え⽅

どのような例が1議案とされるのか
監査役設置会社の株主が①監査等委員会の設置及び②監査役の廃⽌を内容とす
る議案を提案する場合

「議決の内容が相互に⽭盾する場合」とは、どのように判断するのか
数え⽅に関して以下の⾒解がある。
① 提案の内容に着⽬して、議決の内容が相互に⽭盾するか否か判断する
② 提案の内容だけでなく、提案の理由も参酌して、相互に⽭盾するか否か判断

する
「提案の理由を考慮するとしても相当程度限定的なものになる。」

複数の事項について異なる議決がされたのであれば、当該議決の内容が相互に
⽭盾する可能性がある場合には、「１」と数え、それ以外の場合には当該事項
ごとに「１」。改正法305条4項4号。
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4 ⽬的等による株主提案の制限→国会修正により削除

削除の理由は
改正案には明確な基準がなく、恣意的に提案を拒絶する懸念。株主提案が権利
濫⽤に該当するかより明確な規律を検討すべき。

⽴法経緯が今後の実務に与える影響は
削除は、権利濫⽤の類型についてさらに精緻に検討すべきというものであり、
改正案の趣旨が国会で否定されたわけではない。むしろ改正案⾃体は、今後株
主提案権の濫⽤に該当するか否かの判断に際し参照されるべき。

以下のいずれかの場合には、会社は株主提案を採り上げる必要はないとの次の
案は、国会において削除された。
① 株主が、専ら⼈の名誉を侵害し、⼈を侮辱し、若しくは困惑させ、⼜は⾃

⼰若しくは第三者の不正の利益を図る⽬的で株主提案権を⾏使している場
合（改正案304条2号、305条6項2号）

② 株主提案権の⾏使により、株主総会の適切な運営が著しく妨げられ、株主
の共同の利益が害されるおそれがあると認められる場合（改正案304条3
号、305条6項3号）
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取締役等への適切なインセンティブの付与
〜 取締役の報酬等



1 取締役の報酬等に関する改正の概要

【趣旨】
• 取締役に対する適切な職務執⾏のインセンティブの付与

【改正の概要】
• ⼀定の株式会社は取締役の個⼈別の報酬等の決定⽅針を取締役会で定めなければ
ならない。

• エクイティ報酬（株式及び新株予約権を報酬として交付する場合）に関する定款
⼜は株主総会で定めるべき事項（指名委員会等設置会社では報酬委員会で定める
べき事項）を改善。

• 上場会社については払込みを要しないエクイティ報酬の交付が許容。

• 公開会社では事業報告における開⽰の充実がはかられた。
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2-1 取締役の報酬等の決定⽅針

「個⼈別の報酬等の内容の決定⽅針」とはなにか
報酬等の決定⽅針の具体的な内容→会社法施⾏規則98条の5

適⽤対象となる取締役には監査等委員である取締役は含まれない。
法361条2項3項︓同条1項の範囲で監査等委員である取締役の協議によって定める
ため。

実務上の留意点
改正法の施⾏時から義務を負う→施⾏に先⽴ち7項に従った報酬等の決定⽅針を決
定する必要

（コーポレートガバナンス・コード 補充原則４－２①）

次の会社は、取締役会で、取締役（監査等委員を除く。）の個⼈別の報酬等の内
容の決定⽅針を定めなければならない。改正法361条7項。
(a)有価証券報告書提出会社である、監査役会設置会社（公開会社かつ⼤会社であ
るものに限る。）。

(b)監査等委員会設置会社

取締役会は、経営陣の報酬が持続的な成⻑に向けた健全なインセンティブとして機能するよう、客観
性・透明性ある⼿続に従い、報酬制度を設計し、具体的な報酬額を決定すべきである。その際、中⻑期
的な業績と連動する報酬の割合や、現⾦報酬と⾃社株報酬との割合を適切に設計すべきである。
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2-2 報酬等の決定⽅針
報酬等の決定⽅針として決定すべき事項（会社法施⾏規則98条の5）

① 報酬等（業績連動報酬等⼜は⾮⾦銭報酬等でないもの）の額⼜は算定⽅法の決定に関
する⽅針

② 業績連動報酬等に係る業績指標の内容及び額⼜は数の算定⽅法の決定に関する⽅針
「業績連動報酬等」︓「業績指標」を基礎としてその額⼜は数が算定される報酬等
「業績指標」︓利益の状況を⽰す指標，株式の市場価格の状況を⽰す指標その他の当
該株式会社⼜はその関係会社（計算規則第２条第３項第25号に規定する関係会社）の
業績を⽰す指標

③ ⾮⾦銭報酬等の内容及び額若しくは数⼜はその算定⽅法の決定に関する⽅針
「⾮⾦銭報酬等」︓⾦銭でない報酬等（募集株式⼜は募集新株予約権と引換えにする
払込みに充てるための⾦銭を取締役の報酬等とする場合における当該募集株式⼜は募
集新株予約権を含む。）

④ ①〜③の報酬等の額の取締役の個⼈別の報酬等の額に対する割合の決定に関する⽅針

⑤ 報酬等を与える時期⼜は条件の決定に関する⽅針
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2-2 報酬等の決定⽅針（続き）

⑥ 取締役の個⼈別の報酬等の内容についての決定の全部⼜は⼀部を取締役その他の第三
者に委任することとするとき
• 委任を受ける者の⽒名⼜は当該株式会社における地位及び担当
• 委任する権限の内容
• 委任を受ける者により委任される権限が適切に⾏使されるようにするための措置を
講ずることとするときは，その内容

⑦ 取締役の個⼈別の報酬等の内容についての決定の⽅法（⑥の事項を除く。）

⑧ 取締役の個⼈別の報酬等の内容についての決定に関する重要な事項
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3-1 従前のエクイティ報酬（株式・新株予約権報酬）

従前の問題点
• 改正前361条1項3号の「具体的な内容」として財産上の利益をどこまで特定しなければ
ならないか、解釈上不明確。
• 株式・新株予約権を報酬とする場合には、既存の株主に持株⽐率の低下＋希釈化による経
済的損失が⽣ずる可能性。

従前の実務
• 株式報酬︓募集株式の払込⾦額の定め必要（法199条1項2号）→現物出資構成
• 新株予約権︓募集新株予約権と引換えに⾦銭の払込みを要しない（法238条1項2号）→
無償構成による交付→しかし、実務上は、相殺構成による交付。
• 株式・新株予約権の取得原資としての⾦銭を報酬等とする場合には、改正前法361条1項
3号の事項を株主総会決議によって定める必要はないという解釈

→株式・新株予約権については、その「具体的な内容」をより明確にすることが望ましかっ
た。

改正の趣旨
エクイティ報酬について、⼀定の事項を定款⼜は株主総会決議で定めることを前提として、
募集株式の発⾏⼜は⾃⼰株式の処分（「募集株式の発⾏等」）及び新株予約権の発⾏⼿続
の特例が設けられ、払込みを要しない募集株式の発⾏等及び新株予約権の⾏使が認められ
た。
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3-2 ⾮⾦銭報酬等に係る株主総会の決議の定め

実務上の留意点
新たに株主総会で報酬決議をとる必要が⽣じうる。

※ なお、指名委員会等設置会社の報酬委員会の決定事項としても、株式の数及
び新株予約権の数に関して、上記と同趣旨の改正。改正法409条3項3号〜6号。

取締役に対する⾮⾦銭報酬について、株主総会決議で定めるべき事項を以下の
とおり精緻化。改正法361条1項3号〜6号。
(a)株式報酬⼜はその取得原資としての⾦銭について、株式の数（株式の種類及
び種類ごとの数）の上限等（3号、5号イ）

(b)新株予約権報酬⼜はその取得原資としての⾦銭について、新株予約権の数の
上限等（4号、5号ロ）

(c)⾮⾦銭報酬等（株式⼜は新株予約権以外のもの）については、その具体的な
内容（6号）
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3-3 株式報酬

募集株式を取締役の報酬等とする場合において定めるべき事項（会社法施⾏規則
98条の２）

①⼀定の事由が⽣ずるまで当該募集株式を他⼈に譲り渡さないことを取締役に約
させることとするときは，その旨及び当該⼀定の事由の概要（譲渡制限株式の
譲渡制限の解除事由）

②⼀定の事由が⽣じたことを条件として当該募集株式を当該株式会社に無償で譲
り渡すことを取締役に約させることとするときは，その旨及び当該⼀定の事由
の概要（会社による無償取得（コールオプション）がある場合にはその旨及び
そのトリガー事由）

③①・②のほか，取締役に当該募集株式を割り当てる条件を定めるときは，その
条件の概要

「株式の数の上限」や「新株予約権の数の上限」以外には、どのような事項に
ついて、株主総会決議で定める必要があるのか
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3-4 新株予約権報酬

募集新株予約権を取締役の報酬等とする場合において定めるべき事項（会社法施⾏
規則98条の３）

①法第236条１項１号〜４号に掲げる事項（新株予約権の⽬的である株式の数，
⾏使価額等）

②新株予約権を⾏使することができる者の資格の内容の概要

③新株予約権の⾏使条件

④譲渡による当該新株予約権の取得に当該株式会社の承認を要することとすると
きは，その旨

⑤当該株式会社が⼀定の事由が⽣じたことを条件としてこれを取得することがで
きることとするときは，その旨及び当該事由の内容の概要

⑥取締役に募集新株予約権を割り当てる条件の概要
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4-1 取締役の報酬等である株式及び新株予約権に関する特則

有利発⾏の規律はどのように適⽤されるのか
株式報酬については有利発⾏の規律の適⽤はない（改正法202条の2第2項前段）。株式は取
締役の職務執⾏の対価として交付されるが、取締役は職務執⾏により便益を提供するため、
⾦銭の払い込みを要しないとすることが特に有利な条件に該当することは想定しがたい（⽴
案担当者）。
新株予約権報酬については、有利発⾏の規律の適⽤がある（現⾏法238条1項2号・3号及び
3項参照）。

株式報酬に関する資本⾦⼜は準備⾦の計上はどうなるのか
法務省令で定められている→次⾴

株式の引受け⼜は新株予約権の⾏使に関する条件に制限はあるのか
株式については、「取締役（取締役であった者を含む。）」以外の者は、申込みはできず
（改正法205条3項）、また、引受契約を締結することはできない。
新株予約権に関しては、取締役（取締役であった者を含む。）以外の者は、当該新株予約権
を⾏使することができない（改正法236条3項2号）。
なお、ここでいう「取締役（取締役であった者を含む。）」には、取締役の相続⼈も含む。

上場会社において取締役に株式報酬⼜は新株予約権報酬を交付する場合には、
正⾯から無償発⾏を認め、⾦銭の払込みなくして、株式の取得⼜は新株予約権
の⾏使が可能。
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4-2 資本⾦⼜は準備⾦の計上

事前交付型＝割当⽇後に役務を提供
• 取締役が提供した役務の公正な評価額が資本⾦等の増加額となる。
• 資本⾦等は毎事業年度の末⽇に増加する。

事後交付型＝割当⽇前に役務を提供
• 取締役が提供した役務の公正な評価額を「株式引受権」に計上し，株式を発
⾏する際に，株式引受権を減少させ，資本⾦等を増加させる。

会計基準等
• 令和3年1⽉28⽇に公表された企業会計基準委員会の実務対応報告第41号「取
締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い」等による。

取締役の報酬等として⾦銭の払込み等を要しないで株式の発⾏等をする場合にお
ける資本⾦⼜は準備⾦の計上（法445条６項，計算規則42条の2，42条の3等）
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5-1 会社役員の報酬等に関する事業報告の記載（会社法施⾏規則121条）
公開会社の事業報告において、会社役員の報酬等に関する以下の事項を開⽰事項
とする。
４号・５号
報酬等の額⼜は総額

・業績連動報酬等・⾮⾦銭報酬等・それら以外の報酬等に分けて記載
※社外取締役の報酬等についても同様（会社法施⾏規則第121条第4号イ
及びロそれぞれのかっこ書（同124条についても同じとする）参照）

５号の２（新設）
業績連動報酬等に関する事

項

イ 業績指標の内容・業績指標を選定した理由
ロ 業績連動報酬等の額⼜は数の算定⽅法
ハ 業績連動報酬等の算定に⽤いた業績指標に関する実績

５号の３（新設） ⾮⾦銭報酬等の内容

５号の４（新設）
定款⼜は株主総会の決議によ
る定めに関する事項

イ 決議等の⽇
ロ 当該定めの内容の概要
ハ 当該定めに係る会社役員の員数

６号（新設）
取締役の報酬等の決定⽅針
（法361条7項・法409条1
項）に関する事項

イ 当該⽅針の決定の⽅法
ロ 当該⽅針の内容の概要
ハ 個⼈別の報酬等の内容が⽅針に沿うものであると取締役会が判断し
た理由

６号の２（改正前の６号） （６号の⽅針以外の）会社役員の報酬等の決定に関する⽅針

６号の３（新設）
再⼀任に関する事項

イ 委任を受けた者の⽒名等
ロ 委任された権限の内容
ハ 委任をした理由
ニ 委任された権限が適切に⾏使されるようにするために措置を講じた
場合にあっては、その内容
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5-2 株式報酬等に関する事業報告の記載

当該事業年度中に会社役員（会社役員であった者を含む。）に対して職務執⾏の
対価として交付した株式があるときは，その数及び交付を受けた⼈数を役員の種
類ごとに記載（会社法施⾏規則122条1項2号）
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6 報酬等の決定の再⼀任についての規律のあり⽅

問題の所在
•報酬等の決定の再⼀任は、取締役会による代表取締役の監督に不適切な影響を与える。

採⽤されなかった理由
•経済界の反対が強かったため。「再委任できないと、個⼈報酬⾦額が広く知られてしま
うおそれがある。取締役会で個別の⾦額を決定しようとなると、各役員の報酬額、これ
は事務局その他、社内でも多くの⼈の⽬に触れる。」「会社においては、本⼈の報酬は
本⼈と上司のみが知っている。」会社法（企業統治等関係）部会第3回議事録44-45⾴

⽅向性
•情報開⽰の充実による透明性の向上向。
•取締役会の決議による報酬等の決定の委任に関する事項について、事業報告による開⽰
が必要（会社法施⾏規則98条の5第6号・121条6号の3等）。
•企業内容等の開⽰に関する内閣府令の平成31年改正後の第⼆号様式（有価証券届出書）
「記載上の注意」の（57）役員の報酬等、第三号様式（有価証券報告書）「記載上の注
意」の（38）役員の報酬等）。

ゴーン事件の影響は
•同⽒⾃⾝の報酬決定を含む、取締役の個別の報酬額を決定する権限が付与されていたよ
うである。しかし、国会ではこの点は問題にされなかった。

パブコメでのA案︓公開会社において、取締役の個⼈別の報酬等の内容に係る決定を特定
の取締役に⼀任するには、株主総会の決議を要するものとする案→採⽤されず
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取締役等への適切なインセンティブの付与
〜 補償契約



1 会社補償とは

改正前はどうだったか
•従前、会社法上、会社補償制度は存在しなかった。役員等が第三者から責任追
及を受けた場合、会社がいかなる要件・⼿続で補償することができるか、解釈
は定まっていなかった（法330条、⺠法650条参照。但し、これらは引き続き
適⽤可能）

•改正により、会社補償制度が新設され、⼀定の場合、⼀定の⼿続を経て補償契
約を締結して補償を実施することができるようになった。

趣旨は何か
•取締役に対する適切な職務執⾏のインセンティブの付与

課題は
•モラルハザードをいかに防ぐかが課題

取締役が職務執⾏に関連して⽀出した費⽤や受けた損害を⼀定の範囲と条件の
もとで会社が⽀払うこと。indemnification
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2 補償契約とは

補償の対象とならない損失・費⽤はどのようなものか
• (a)の費⽤として通常要する費⽤の額を超える部分（改正法430条の2第2項1
号）
• (b)の損失に関して、当該役員等が任務懈怠責任（会社法423条1項）を負う場
合の当該責任に係る部分（改正法430条の2第2項2号）
• (b)の損失に関して、当該役員がその職務を⾏うにつき悪意⼜は重過失があっ
たことによって責任を負う場合に、その損失全部（同項3号）

刑事事件の罰⾦や⾏政罰としての課徴⾦等は対象となるのか
罰⾦や課徴⾦については、補償の対象とはならないとされている。
なお、刑事⼿続や⾏政⼿続等の防御のために要した費⽤は、(a)の対象となる。

会社が、役員等の次の費⽤⼜は損失の全部⼜は⼀部を補償する旨の契約。
(a)その職務の執⾏に関し、法令違反を疑われ、⼜はその責任追及を受けたこと
により⽀出する費⽤ （防御費⽤）

(b)その職務の執⾏に関して、第三者に⽣じた損害を賠償する責任を負う場合に
おける、当該賠償をすることにより⽣じる損失⼜は和解⾦の⽀払いによって
⽣じる損失

改正法430条の2第1項。
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3 補償契約を決定する場合の⼿続

委任の可否
監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社では、取締役会は補償契約の内容の決
定を取締役⼜は執⾏役に委任できない（改正法399条の13第5項12号・416条4項14
号）→監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社以外の取締役会設置会社において
も、取締役会は上記の決定を取締役に委任できない前提。

補償の実⾏
補償契約に基づき補償を実⾏する際には取締役会決議は必要ない。しかし、事案によっ
ては、補償の実⾏は「重要な業務執⾏の決定」（法362条4項等）に該当。

利益相反取引規制が適⽤されないことによって何が異なるのか
補償契約によって会社に損害が⽣じたとしても、補償契約当事者である取締役⼜は執⾏
役や、取締役会で補償契約の承認に賛成した取締役についての任務懈怠が推定されない。

(a)補償契約の内容を決定する場合には、株主総会（取締役会設置会社にあっ
ては、取締役会）の決議によらなければならない。改正法430条の2第1項。

(b)取締役⼜は執⾏役との間の補償契約には、利益相反取引規制は適⽤されな
い。改正法430条の2第6項。

(c)事業年度の末⽇において公開会社である会社が取締役⼜は監査役と補償契
約を締結しているときは、事業報告において、補償契約に関する事項を開
⽰しなければならない。→次⾴
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４ 補償に関する会社法施⾏規則の改正
株主総会参考書類の記載事項
• 役員等の選任に関する議案を提出する場合において，候補者と当該株式会社との間で補償契
約を締結しているとき⼜は補償契約を締結する予定があるときは，その補償契約の内容の概
要（会社法施⾏規則74条１項５号，74条の３第１項７号，75条５号，76条１項７号，77
条第６号）

事業報告の記載事項

会計監査⼈︓126条7号の2イ・ロ、7号の3、7号の4

施⾏規則において要求される記載事項 取締役・監査役・執⾏役

補償契約を締結している役員等の⽒名 121条３号の２イ

補償契約の内容の概要（当該補償契約によって当該役員等の職務の執⾏
の適正性が損なわれないようにするための措置を講じているときは，そ
の措置の内容を含む。）

121条３号の２ロ

補償契約に基づいて費⽤を補償した場合において，当該役員等が職務の
執⾏に関し法令の規定に違反し⼜は責任を負うことを知ったときは，そ
の旨

121条３号の３

補償契約に基づいて損失を補償したときは，その旨及び補償した⾦額 121条３号の４
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５ 補償契約に基づく補償

(a)取締役会設置会社において、補償契約に基づく補償をした取締役及び当該補
償を受けた取締役は、遅滞なく当該補償についての重要な事実を取締役会に
報告しなければならない。執⾏役も同じ。改正法430条の2第4項・5項。

(b)会社が補償契約に基づき、役員等に防御費⽤の補償をした場合で、当該役員
等が、⾃⼰⼜は第三者の不正な利益を図り⼜は会社の損害を与える⽬的で関
連する職務の執⾏をしたことを知ったときは、補償した⾦額に相当する⾦銭
の返還を請求することができる。改正法430条の2第3項

補償契約の内容についてアレンジをすることが可能か
改正法430条の2第1項本⽂は、「次に掲げる費⽤の全部⼜は⼀部」と規定。本
条1項と同内容の補償契約を締結する必要は必ずしもなく、役員等に悪意⼜は
重過失がある場合に防御費⽤の⽀払いを拒絶することができるといった条項を
設けることも可能→「適正性が損なわれないようにする措置」として開⽰。

経過措置
補償契約に関する規律の適⽤は、改正法施⾏後に締結された補償契約について
適⽤（改正法附則６条）。
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取締役等への適切なインセンティブの付与
〜 D&O保険



1 役員等賠償責任保険契約とは

いかなる改正がなされたか
・役員等が株式会社に対して法律上の損害賠償責任を負うことがある損害を賠償
するいわゆる株主代表訴訟担保特約部分の保険料の扱い等が問題だった。
・会社法上、規定が存在しなかったが、改正法により、⼿続等の規律が新設され
た。

趣旨は何か
・取締役に対する適切な職務執⾏のインセンティブの付与

①株式会社が保険者との間で締結する保険契約のうち、役員等（取締役、会計
参与、監査役、執⾏役⼜は会計監査⼈。法423条1項）がその職務の執⾏に関し
責任を負うこと⼜は当該責任の追及に係る請求を受けることによって⽣ずるこ
とのある損害を保険者が填補することを約するものであって、役員等を被保険
者とするもの（②を除いたものを役員等賠償責任保険契約）。

例外
②当該保険契約を締結することにより被保険者である役員等の職務の執⾏の適
正性が著しく損なわれるおそれがないものとして法務省令で定めるもの。
改正法430条の3第1項（次⾴）
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2 役員等賠償責任保険契約に該当しない保険契約

②役員等のために締結される保険契約のうち，役員等賠償責任保険契約に該当し
ない保険契約（会社法施⾏規則115条の２）

被保険者に保険者との間で保険契約を締結する株式会社を含む保険契約であって，当該株
式会社がその業務に関連し第三者に⽣じた損害を賠償する責任を負うこと⼜は当該責任の
追及に係る請求を受けることによって当該株式会社に⽣ずることのある損害を保険者が塡
補することを主たる⽬的として締結されるもの（1号）

例︓⽣産物賠償責任保険（PL保険），企業総合賠償責任保険（CGL保険），使⽤者賠償
責任保険，個⼈情報漏洩保険等

役員等が第三者に⽣じた損害を賠償する責任を負うこと⼜は当該責任の追及に係る請求を
受けることによって当該役員等に⽣ずることのある損害（役員等がその職務上の義務に違
反し若しくは職務を怠ったことによって第三者に⽣じた損害を賠償する責任を負うこと⼜
は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員等に⽣ずることのある損害を
除く）を保険者が塡補することを⽬的として締結されるもの（2号）

例︓⾃動⾞賠償責任保険，任意の⾃動⾞保険，海外旅⾏保険等
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3 役員等賠償責任保険契約を決定する場合の⼿続

委任の可否
監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社では、取締役会は役員等賠償
責任保険契約の内容の決定を取締役⼜は執⾏役に委任できない（改正法399条
の13第5項13号・416条4項15号）→監査等委員会設置会社・指名委員会等設
置会社以外の取締役会設置会社においても、取締役会は上記の決定を取締役に
委任できない前提。

経過措置
改正法施⾏前に締結されたD&O保険契約には、改正法は適⽤しない。改正法附
則7条。

(a)①役員等賠償責任保険契約の内容を決定する場合には、株主総会（取締役会
設置会社にあっては、取締役会）の決議によらなければならない。改正法
430条の3第1項。

(b)取締役⼜は執⾏役を被保険者とする①役員等賠償責任保険契約には、利益相
反取引規制は適⽤されない。同条第2項。

(c)事業年度の末⽇において公開会社である会社がD&O保険契約を締結している
ときは、事業報告において、D&O保険契約に関する事項を開⽰しなければな
らない→次⾴
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4 役員等賠償責任保険契約に関する開⽰

開⽰の対象とされていない事項
保険⾦額（⽀払限度額）、保険料、保険期間、当該契約に基づいて⾏われた保険給付の⾦額
については、開⽰することには弊害が多いとの指摘を受けて、開⽰対象とされていない。

①について
• ⽒名の開⽰は不要
• 保険契約者である株式会社のグループ会社の役員等が被保険者に含まれる場合は要開⽰

②について
役員等賠償責任保険契約に免責額についての定めを設け，⼀定額に⾄らない損害については
塡補の対象としないこととすることなど

事業報告（公開会社のみ）の記載事項（会社法施⾏規則119条２号の２，121条
の２）
① 役員等賠償責任保険契約の被保険者の範囲（121条の２第１号）
② 役員等賠償責任保険契約の内容の概要（被保険者が実質的に保険料を負担
している場合にあってはその負担割合，塡補の対象とされる保険事故の概要及
び当該役員等賠償責任保険契約によって被保険者である役員等（当該株式会社
の役員等に限る。）の職務の執⾏の適正性が損なわれないようにするための措
置を講じている場合にあってはその内容＊2を含む。）（同条第２号）
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社外取締役の活⽤等



1 業務執⾏の社外取締役への委託

問題の所在
社外取締役は「業務を執⾏」することができない（法2条15号イ）。

具体的にはどのような場⾯が想定されているのか
典型的にはマネジメントバイアウトのように会社と業務執⾏取締役の利益相反
の場⾯や、親会社による⼦会社の完全⼦会社化のように⽀配株主と少数株主の
利益が対⽴し得る場⾯。

社外取締役に委託することができないのはどのような業務か
業務執⾏取締役の指揮命令の下に執⾏する業務はできない（3項ただし書き）。

社外取締役を置いている会社において、会社と取締役が利益相反状況にあると
きその他取締役が会社の業務を執⾏することにより株主の利益を損なうおそれ
があるときは、会社は、取締役の決定（取締役会設置会社にあっては、取締役
会の決議）により、会社の業務執⾏を社外取締役に委託することができ、社外
取締役は当該業務執⾏をしても「社外性」を失わない。セーフ・ハーバー・
ルール 改正法348条の2第1項・3項。

指名委員会等設置会社でも、会社と執⾏役が利益相反の状況にあるときその他
執⾏役が会社の業務を執⾏することにより株主の利益を損なうおそれがあると
きも、上記と同様に委託が認められる。同条第2項・3項。

49



2 社外取締役の設置義務化

ソフトローではどうなっているか
東証上場規則︓独⽴役員を1名以上確保（義務）＋取締役である独⽴役員を1名以上（努
⼒義務）
CGC︓上場会社は少なくとも2名以上独⽴社外取締役を選任（原則4-8）

部会でどのような議論がなされたか
反対説︓企業価値を向上させるという実証研究がない
賛成説︓ガバナンス向上のために不可⽋（⽇弁連意⾒）

決め⼿は何だったか
我が国の資本市場が信頼されるようにするためには、業務執⾏者から独⽴した⽴場から
の監督機能が期待される社外取締役を活⽤することを、法的規律により⼀律に強制すべ
き。最低限満たすべき基本的な要件として、社外取締役による監督がされることを画⼀
的に要求すべき。社外取締役による監督が最低限保障されている旨のメッセージを発信
すべき。会社法制（企業統治等関係）部会資料25

監査役会設置会社（公開会社であり、かつ、⼤会社であるものに限る。）で
あって⾦融商品取引法24条1項の規定により有価証券報告書を提出しなければ
ならないものは、社外取締役を設置しなければならない。改正法327条の2。
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3 社外取締役を⽋く取締役会の決議の効⼒はどうなるか

部会の議論
•最判昭和44年12⽉2⽇⺠集23巻12号2396⾴との関係

•社外取締役が⽋けても、遅滞なく社外取締役が選任されるときは、その間
にされた取締役会決議の効⼒は無効とならないとする解釈。

社外取締役に期待される機能から考えるべきとの説
社外取締役の⽋員が取締役会決議の有効性を失わせるような本質的な瑕疵と
いえるか否かという観点から取締役会決議の効⼒を検討すべきとの説。

社外取締役が⽋けた場合に備えて
•補⽋社外取締役の選任（会329条3項、会社法施⾏規則96条2項2号）
•権利義務取締役（会346条1項）
•⼀時社外取締役（会346条2項）
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4 社外取締役に関する会社法施⾏規則の改正

定義規定
社外取締役の設置の義務付けに関連する改正

 社外役員の定義（会社法施⾏規則２条３項５号）
 社外取締役候補者の定義（２条３項７号）
 社外取締役設置義務の履⾏のために置かれた社外取締役であることの
追加（２条３項７号ロ(1)）

業務執⾏の社外取締役への委託に関連する改正
 業務執⾏者の定義（２条第３項６号イ）

株主総会参考書類の記載事項
 当該候補者が社外取締役に選任された場合に果たすことが期待される役割
の概要
（74条４項３号，74条の３第４項３号（監査等委員に関する））

 74条の２（社外取締役を置いていない場合の特例）の削除

事業報告の記載事項
 社外取締役が果たすことが期待される役割に関して⾏った職務の概要（
124条４号ホ）

 改正前の124条２項，３項の削除
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5 経過措置

改正法施⾏時に現に監査役設置会社であって、かつ、有価証券報告書提出会
社であるものは、改正法施⾏後最初に終了する事業年度に関する定時株主総
会の終結の時までは、社外取締役の設置義務は適⽤されない。この場合、社
外取締役を置かない場合の理由の開⽰（会社法327条の2）については、なお
従前の例による。改正法附則5条。
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社債の管理



1 社債管理補助者の創設

社債管理補助者制度の概要
• 社債管理者が置かれない社債（法702条ただし書参照）について、社債管理補助
者制度を新設し、そのような社債について、社債発⾏会社の選択により、社債管
理補助者を置くことを認める。

• 社債管理補助者は、社債管理者が置かれない社債について（担保付社債を除く）、
社債発⾏会社が、その選択により、社債管理補助者となる者に社債の管理の補助
を⾏うことを委託することによって設置。

• 社債管理補助者の資格︓社債管理補助者は法703条各号に掲げる者その他法務省
令で定める者（会社法施⾏規則171条の2により、弁護⼠及び弁護⼠法⼈）でな
ければならない。

社債管理者⼜は担保付社債信託法に定める信託契約の受託会社が不要である場
合に、社債管理補助者を設置することができる（改正法714条の2以下）。
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２ 社債管理補助者の創設の⽬的等

社債管理補助者の創設の⽬的は何か
•社債管理者のないいわゆるFA債は、社債権者が⾃ら管理することができるという
前提の社債。実務上、多くの募集社債が社債管理者不設置債（社債管理者の権限
が広範で、義務・責任が厳格であり、社債管理者設置のコストが⾼いため。）。
•しかし、社債管理者不設置債（FA債）に、債務不履⾏が発⽣し、各社債管理者が
⾃ら倒産⼿続における債権届け出等をしなければならなくなり、混乱が⽣じた事
例。
•社債管理補助者の権限＝社債管理者よりも裁量の余地が⼩さく、限定された権限
•必ず有する権限＝破産⼿続参加、配当請求、債権の届け出等（改正法714条の4
第1項）

社債管理補助者は利⽤されるか
•経済情勢次第。低⾦利を背景に、低利率で発⾏できる。発⾏会社の倒産事例が出
てきてリスクが認識されるようになると、ニーズが⽣じるかもしれない。
•社債管理者⾮設置債に社債管理補助者を設置することで、破産⼿続等における債
権届け出や、約定権限によってはデフォルト事由のモニタリング等の負担が軽減
され、低格付け債に投資する投資家が拡⼤することが期待できる→信⽤リスクが
相対的に⼤きい会社が社債管理補助者を設置して低格付け債を発⾏することがで
きる。
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3 社債管理補助者の権利及び義務

社債管理補助者は、どのような権限を有しているのか。
• 法定権限︓発⾏会社倒産時の債権届出等の⼿続への参加（改正法714条の4第1項。特
に、社債権の総額について社債管理補助者がいわゆる総額届け出をすることができ
る。）

• 約定権限︓社債管理者に認められるものと同等の権限のうち、委託契約に定める⾏為
に関する権限（同条2項）

なお、社債の全部についての⽀払いの請求及び強制執⾏や仮処分等の裁量の余地の広い⾏
為は、社債権者集会の決議を要する（法706条1項各号の⾏為については特別決議。改正法
724条2項2号）。
また、社債権者の請求を受けた場合⼜は辞任するための同意を得る場合にのみ社債権者集
会を招集することができる。改正法717条3項、法704条。

社債管理補助者は、どのような義務を負っているのか。
• 公平誠実義務及び善管注意義務。改正法714条の7
• 委託契約に従い、社債権者に対して社債の管理に関する事項を報告し、社債権者がこ
れを知ることができるようにする措置をとるべき義務を負う。改正法714条の4第4項。

社債管理補助者の権限は、社債管理者よりも裁量の余地が⼩さく、限定された
権限。
必ず有する権限︓破産⼿続参加、配当請求等（改正法714条の4第1項）
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4 弁護⼠及び弁護⼠法⼈にも社債管理補助者の資格付与

弁護⼠及び弁護⼠法⼈に資格が付与される場合の懸念
• 「弁護⼠及び弁護⼠法⼈について社債管理補助者の資格を付与するものとする
場合には、利益相反⾏為等についての懸念に対する弁護⼠会の会則等による適
切なルール作りが必要」
• 「弁護⼠は、⾃然⼈であるということを踏まえた弁護⼠会の会則等による適切
な実務対応のルール作りが必要」

「社債管理補助者についての指針」はどのような内容か
• 会規ではなく、弁護⼠職務基本規程をどう適⽤するかという指針を⽰す。
• 利益相反については、社債発⾏会社との間で委託契約を締結するとともに、社
債権者の法定代理⼈として社債管理の補助という業務を遂⾏するという⼆⾯性
があり、「依頼者」「相⼿⽅」をどう解するかが問題。
• 弁護⼠は⾃然⼈であり、死亡等に備えた対策が必要。

弁護⼠及び弁護⼠法⼈にも社債管理補助者の資格が付与される。改正法714条の
3、会社法施⾏規則171条の2
これに伴い、⽇本弁護⼠連合会は2020年2⽉21⽇「社債管理補助者に関する指
針」を制定
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5 社債権者集会の制度⾒直し

社債権者集会の制度に関して、次の⾒直し。
(a)元⾦利の減免（改正法706条1項1号）
社債権者集会の決議事項に、社債の全部について⾏う債務の免除を追加する。

(b)社債権者集会の決議の省略（改正法735条の2）
社債権者集会の⽬的事項について、全社債権者が書⾯⼜は電磁的⽅法による
同意の意思表⽰をした場合には、社債権者集会を省略して決議があったこと
をみなす。この場合、裁判所の認可も要しない。
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6 経過措置

(a)改正法施⾏前に募集事項の決定した社債及び新株予約権付社債の発⾏⼿続に
ついては、なお従前の例による。

(b)改正法施⾏の際に現存する社債であって、社債管理者を定めていないものは、
社債管理者を置かない旨の定めのある社債とする。

(c)改正法施⾏の際に現存する社債券の記載事項は、なお従前の例による。
(d)改正法施⾏前に、社債発⾏会社、社債管理者⼜は社債権者が社債権者集会の
⽬的である事項について提案した場合には、社債権者集会の決議の省略の規
律は適⽤しない。

改正法附則8条。
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株式交付



1 株式交付とは

【改正前】
•株式会社（A社）が、他の株式会社（B社）をA社の⼦会社とするために、B社
株主からB社株式を譲り受け、その対価としてA社の株式を交付する場合には、
完全⼦会社とする場合（株式交換）を除き、B社株式を現物出資財産とする募
集株式発⾏（法199条1項）等の⼿続がA社側で必要。

この場合
•原則として検査役検査が必要（法207条）→時間を要し、費⽤がかかる。
•引受⼈であるB社株主・A社取締役に財産価格填補責任の可能性（法212条、
213条）

【改正後】
•上記の場合に、A社側で組織再編⼿続をとることによってB社株式を現物出資
財産とする募集株式発⾏等の⼿続をしなくてよいこととする制度（株式交付）
が新設された。

【趣旨】
事業再編等の円滑化・選択肢の拡⼤
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2 株式交付の概要

⼦会社の株式の買増しに使うことはできるか
「⼦会社」にする場合にのみ認められるものであり、⼦会社の株式の買増しの
場合には使うことはできない。

株式交付を⽤いて外国会社を⼦会社とすることはできるか
利⽤範囲を客観的かつ形式的に判断できるよう、株式交付⼦会社となるのは株
式会社のみであり、株式交付によって外国会社を⼦会社とすることはできない。
改正法2条32号の2。

ここでいう「⼦会社」とは、実質基準による⼦会社も含むのか
会社法施⾏規則4条の2︓形式基準による⼦会社（同3条3項1号︓議決権の50%
超）のみを意味し、実質基準による⼦会社（同3条3項2号）は含まない。

⼦会社となる会社の株式に関して公開買付規制や株式譲渡制限の規制がかかる場
合には、株式交付との関係はどうなるのか
公開買付規制や株式譲渡制限の規制の適⽤があれば、その規制には別途服する。

株式会社が他の株式会社をその⼦会社とするために、当該他の株式会社の株式
を譲り受け、当該株式の譲渡⼈に対して当該株式の対価として、当該株式会社
の株式を交付すること。改正法2条32号の2。

63



3 株式交付の主要な⼿続

１ 株式交付親会社による株式交付計画の策定（改正法774条の2）

２ 株式交付⼦会社の株主に対する株式交付計画の通知、当該株主の申込みの受
付け等（774条の4〜同9）

３ 株式交付親会社の⼿続等
a.事前開⽰⼿続（816条の2）
b.株主総会の特別決議による承認（816条の3。簡易⼿続の例外816条の4）
c.事後開⽰⼿続（816条の10）
d.反対株主等の救済
株式交付の差⽌請求（816条の5）
反対株主の株式買取請求権（816条の6、同7）

e.債権者異議⼿続（対価が株式交付親会社の株式以外の財産を含む場合。
816条の8）

４ 株式交付無効の訴え（効⼒発⽣⽇から6か⽉以内。828条）
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4 株式交付の特徴

• 株式交付⼦会社の株主による現物出資ではなく、あくまでも組織再編⾏為と
して整理した。部分的な株式交換

• 他⽅で、株式交付⼦会社は当事者ではないため、⼿続の主体ではない（⽚⾯
的な組織再編）。

• 株式交付において取得する株式の下限の設定。改正法774条の3第1項2号
※ 但し、対象となる会社を⼦会社とするに⾜りる以上の数。同条2項。
※ 応募株式数が下限に満たない場合には、株式交付は中⽌される

• 株式交付の対価には、株式に加えて、その他の財産を組み合わせることもで
きる。改正法774条の3第1項5号。

• 株式交付親会社の株式以外の対価を株式交付対価とした場合（⽐率の調整⽬
的の程度の少額の財産の交付は除く。）には、債権者保護⼿続が必要となる。
改正法816条の8。

• 株式交付に応募した者のうち、どの応募者から何株を買い取るかは、株式交
付親会社に裁量がある。改正法774条の5。

• 割当てを受けた応募者は、株式交付の効⼒発⽣⽇に譲渡する株式を株式交付
親会社に給付しなければならない。

• 株式を給付した譲渡⼈は、効⼒発⽣⽇に株式交付親会社の株主となる。改正
法774条の11第2項。

• 株主総会決議を省略することができる簡易⼿続。改正法816条の4。

株式交付は、以下のように設計される。
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５ 株式交付に関連する会社法施⾏規則等の改正

• ⼦会社による親会社株式の取得の禁⽌の例外に他の法⼈等が⾏う株式交付に際
して親会社株式の割当てを受ける場合を追加（会社法施⾏規則第23条第４号）

• ⾃⼰の株式を取得することができる場合に株式交付親会社が反対株主の株式買
取請求に応じて当該会社の株式を取得する場合を追加（同令第27条第５号）

• 株式交付に関連する会社計算規則上の取り扱い
⇒株式交換に関する規定を参考に，以下の規律を新設
株式交付に際しての株主資本等変動額に関する規定（計算規則第39条の2）
株式に係る特別勘定に関する規定（同令第12条）
資本⾦の額に関する規定（同令第25条第２項第３号・第５号）
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その他



1 責任追及等の訴えに係る訴訟における和解

• ｓ

株式会社が、その取締役(*)、執⾏役及び清算⼈並びにこれらであった者の責任
を追及する訴えにかかる訴訟において和解をするには、各監査役（監査役設置
会社）、各監査等委員（監査等委員会設置会社）⼜は各監査委員（指名委員会
等設置会社）の同意を得なければならない。改正法849条の2。

(*) 監査等委員及び監査委員を除く。

監査役設置会社等が取締役を補助するため、その取締役の責任を追及する訴
えに係る訴訟に、補助参加⼈として参加する場合に、各監査役等の同意を得
なければならないとされていること（法849条3項）との平仄。補助参加する
かという最初の段階で同意を要求する以上、和解により訴訟を終了する際に
も同様に同意を要求すべきとの理由。
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2 議決権⾏使書⾯の閲覧等

議決権⾏使書⾯の閲覧謄写請求（法311条4項）をするには、当該請求の理由を
明らかにしなければならない（改正法311条4項後段）。
会社は、当該請求があったときは、次のいずれかの場合を除き、これを拒むこ
とはできない（同条5項）。
(a)株主が権利の確保⼜は⾏使に関する調査以外の⽬的で請求をしたとき
(b)会社の業務の遂⾏を妨げ、⼜は株主の共同の利益を害する⽬的で請求を⾏っ
たとき

(c)議決権⾏使書⾯の閲覧謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報
するため請求を⾏ったとき

(d)過去2年以内において、議決権⾏使書⾯の閲覧謄写によって知り得た事実を
利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき

なお、議決権⾏使の代理権を証する書⾯の閲覧謄写請求の制限（改正法310条8
項）、電磁的⽅法による議決権⾏使に関する記録の閲覧謄写請求の制限（改正
法312条5項後段、6項）も同様の規律がある。
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3 その他の会社法の改正事項

株式の併合等に関する事前開⽰事項
端数処理が⾒込まれる場合の当該処理⽅法に関する開⽰事項の充実化。会社法
施⾏規則33条の2（全部取得条項付種類株式）、同33条の9（株式併合）

会社の登記に関する⾒直し
(a)新株予約権に関する事項

新株予約権の払込⾦額を登記事項とする。改正法911条3項12号ヘ
(a)会社の⽀店所在地における登記の廃⽌（改正法930条〜932条削除）

取締役・監査役・執⾏役の⽋格条項の削除及びこれに伴う規律の整備（改正法
331条1項、331条の2、402条4項）
成年被後⾒⼈及び被保佐⼈が取締役等に就任する場合の規律を整備

経過措置
改正法施⾏前に申請された新株予約権の発⾏に関する登記事項は、なお従前の例
による。改正法附則9条。
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４ 上場⼦会社における少数株主保護の観点からの会社法施⾏規則の改正

株主総会参考書類（取締役・監査役選任議案）の記載事項の改正
•株式会社が公開会社であって，他の者の⼦会社等であるときに，候補者が当該他の者の業
務執⾏者であったことを知っているときは，当該他の者における地位及び担当
•候補者が社外取締役・社外監査役候補者である場合において，当該候補者が当該株式会社
の親会社等であったことや特定関係事業者等の業務執⾏者等であったことを知っていると
きは，その旨

→記載対象を過去５年間から過去10年間に拡⼤（施⾏規則74条３項３号，４項７
号ロ・ハ，74条の３第３項３号，４項７号ロ・ハ，76条３項３号，４項第６号ロ
・ハ）

事業報告の記載事項の改正
•親会社を有する株式会社について，親会社との間に当該株式会社の重要な財務及び事業の
⽅針に関する契約等が存在する場合には，その内容の概要を事業報告の記載事項としてい
る（会社法施⾏規則120条１項７号）。

上場⼦会社における少数株主保護等の議論等を踏まえ，親会社を有する株式会
社等における情報開⽰を充実させる。
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5 株式会社の代表者の住所が記載された登記事項証明書

代表者の住所を知ることはできなくなるのか
•代表者の住所については、代表者を特定するための情報として重要であること等から、引
き続き登記事項証明書には記載される。
•したがって、法務局で登記事項証明書の交付を受ける、郵送で登記事項証明書を返送して
もらう、登記・供託オンライン申請システム（登記ネット）で申請し、登記事項証明書を
郵送してもらうことにより、代表者の住所を知ることは可能である。
•しかし、登記情報提供サービスを利⽤してオンラインで閲覧することはできなくなった。

⽇弁連はどう対応するのか
•弁護⼠が、詐欺商業といった消費者被害事案において加害業者を特定する等のために、代
表者の住所を迅速に把握する必要性は⾼い。そこで、⽇弁連の会社法制の⾒直しに関する
要綱案に対する会⻑声明（2019年1⽉16⽇）では、今後、弁護⼠が職務上必要な場合に、
登記情報サービスによって代表者住所を閲覧することを可能とするシステムの対応を含め
た措置が実現するように関係諸機関に働きを⾏っていくことが表明されている。

プライバシー保護の観点から、電気通信回線による登記情報の提供に関する法
律に基づく登記情報の提供（インターネットによる登記情報提供サービス）に
おいては，株式会社の代表者の住所に関する情報を提供しないものとされた。
附帯決議第2項（2） （附帯決議は次⾴）
また、ドメスティック・バイオレンス被害者等の住所の⾮表⽰については、同
附則同項(1)
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（参考）会社法制（企業統治等関係）の⾒直しに関する要綱の付帯決議
1. （略－8⾴に記載）

2. 株式会社の代表者の住所が記載された登記事項証明書に関する規律については
，これまでの議論及び当該登記事項証明書の利⽤に係る現状等に照らし，法務
省令において，以下のような規律を設ける必要がある。
(1) 株式会社の代表者から，⾃⼰が配偶者からの暴⼒の防⽌及び被害者の保

護等に関する法律第１条第２項に規定する被害者その他の特定の法律に
規定する被害者等であり，更なる被害を受けるおそれがあることを理由
として，その住所を登記事項証明書に表⽰しない措置を講ずることを求
める旨の申出があった場合において，当該申出を相当と認めるときは，
登記官は，当該代表者の住所を登記事項証明書に表⽰しない措置を講ず
ることができるものとする。

(2) 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律に基づく登記情報の提
供においては，株式会社の代表者の住所に関する情報を提供しないもの
とする。

3. １及び２の規律の円滑かつ迅速な実現のため，関係各界において，真摯な協⼒
がされることを要望する。

73



ありがとうございました

⻑島・⼤野・常松法律事務所
弁護⼠ 梅 野 晴⼀郎

（seiichiro_umeno@noandt.com）


