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商事判例研究
九州大嘘寝業法研究会
代表取締役が個人として振出した約束手形上になされた偽造
の会社名義の手形保証を会社代表者として追認する行為は商法
二六五条の対象となるとされた事例
静岡地裁沼津支部昭和五六年九月一日判決迷論細盗認就獣鰐︶

判時一〇四七号一五一頁

通を騙取した︒その後︑右手形は︑︑が振出人として署名した

額面一億円の三通の本件手形に書替えられるとともに︑Aらの

手によってY会社の手形保証の偽造がなされたほか︑右手形保

証について取締役全員が異議なく承諾した旨を記載した偽造の

取締役会議事録に︑Yに内容を検討する余裕を与えないまま署

名押印させ︑これらの書面を四月一九日にXに交付し︑それと

同時に︑AらはXより二億五〇〇〇万円の現金を受けとった︒そ

の後︑右保証の偽造に気付いたXは︑Yに真正の保証署名を求

め︑右手形の保証人欄の偽造記名の下部およびXの用意した書

類等に代表取締役として署名させた︒その後︑Xは︑本件各手

形を支払期日に支払場所に呈示したが支払を拒絶されたため︑
ユ

ワロ

Y会社およびその代表取締役たるYに対して手形金の支払を求

めて提訴した︒Y会社は︑本件手形保証は偽造されたものであ

るから無効であり︑右保証にはY会社の取締役会の承認がなさ

Yに追認させたものであるから︑右追認の無効をXに主張でき

︹ 事 実︺

るたあに︑新鋭機械設備の導入を計画していた︒しかし︑この

ると抗弁している︒また︑Yは︑本件各手形がAらによって詐

れておらず︑さらにはXが承認のないことを知っていながら︑

計画には莫大な資金を必要としたうえ︑大きなリスクを伴なっ

取されたものである旨の抗弁をしている︒以上が本件の事実で

被告積株式会社の代表取締役︑は︑阻会社をさらに発展させ

ていたため︑有利な資金を獲得するのに苦慮していた︒これを

ある︒

︹悪騒︺一部認容︑一部棄却︵控訴︶

知った訴外Aらは︑を欺岡し︑金員を詐取しようと考えて︑昭
和五四年三月中旬頃︑Yに接近し︑虚偽の外国融資話を︑甘言

﹁右事実によれば︑被告％は被告昭会社代表取締役として本件

る︒

手形上の阻会社の手形保証を追認したと認めるのが相当であ

を弄して％に信用させるとともに︑その融資運動費として︑昭

和五四年四月二日頃︑Y振出にかかる受取人訴外B会社︑支払
期日昭和五四年一〇月一五日︑金額五〇〇〇万円の約束手形六
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判断に一つの事例を提供するものと思われる︒

囲

そこで︑積会社の再々抗弁につき判断するに︑右追認も無効
な手形保証を有効なものにする意思表示である以上︑代表取締

承認を必要とする取引にあたるか否かについて︑判例は従来か

取締役・会社間の手形行為が︑商法二六五条の取締役会の

役個人が振出した手形につきなされた偽造による会社の無効な

ら︑手形行為にも原則として同条の適用があると解している

学説は︑手形行為を原因関係から分離し︑原因関係について

望根笹ゴ諜悌期黒垂ど︒︶︒

︵鱗難撃葦筋金服事ゴ纐帆影鵯整瞬弛塑鮪叢に転調ン致眺

手形保証を代表取締役として追認するときも取締役会の承認を

ユ

は取締役会の承認を必要とするが︑手形行為それ自体は取引の

与える慮れがあることから︑その危険を防止することを立法趣

し︑自己または第三者の利益を図ることにより︑会社に損害を

ω商法二六五条は︑取締役が個人として︑その地位を利用

手形訴訟の制度などの責任を負うばかりではなく︑不渡による

務︑すなわち︑抗弁の切断︑挙証責任の転換︑不渡処分の危険︑

形行為によって原因関係上の債務とは別個の︑より厳格な債

の方法として高度に利用されており︑さらに︑手形行為者が手

あろう︒
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要することは言をまたないところである︒

そこで︑これを本件につき検討すると︑︽証拠略︾を総合す
ウリ

ると︑Yの右追認行為にY会社の取締役会の承認がなかったこ
とが認められ︑右認定に反する証拠はない︒

手段たる行為にすぎず︑債務履行的性格を有するだけであるか

ら︑商法二六五条の適用はない︒ただ︑原因関係が取締役会の

そして︑前記認定事実によれば︑YとXは右追認に関しては
当事者であってXは第三者の立場には立たないから︑取締役会

承認を欠くために無効な時は︑これを人的抗弁事由となるとす

る人的抗弁説︵杣肺伽膨賄怯焔囎咽彬一画ぺ鎌脚難蕃繊○訂絵脆磁纏轡があるが︑

の承認の不存在についての善意悪意に関りなくYの右追認行為
は無効といわなければならない︒﹂

旨としている︒すなわち︑会社の利益を保護する趣旨の規定で

銀行取引停止処分の危険を負うことなどから︑利害の衝突を生

手形行為は単なる取引決済の手段だけにとどまらず︑信用供与

あるが︑他方取引の安全を保護する必要もあり︑この調和点を

じる行為であるから︑本条の取引に含まれると解する多数説

︹ 研 究︺

求めて︑判例・学説が錯綜している︒

qk↓剛発翻絵唯縦灘鍛祉漱斜畝鞭⁝駄幽幽燈醐娘羅渋︶のごとく解すべきで

じた商法二六五条と手形行為に関する初めての判決であり︑無

㈹

ところで︑本件は︑昭和四九年︵無難の商法改正後において生

効な手形保証の追認についての判示であって︑昭和五七年一〇

者のために会社と取引を行なうためには︑取締役会の承認を要

昭和五六年の改正前の商法は︑取締役が︑自己または第三

月一日施行︵朋蜘憾一眠六︶の改正商法二六五条の間接取引に関する

（細
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するとして︵細鏑継二︶︑本条の取引が︑会社．取締役間の直接取

になった︒この点について︑学説も対立し︑絶対無効説︵撫継慰撫

蜘姻撚鶴か豹朋臣能舶民︶︑相対的無効説を手形行為にも採用すること

効または無権代理行為であると解七︑ただし︑取締役会の承認

ﾍ︑取締役会の承認のない会社・取締役間の手形行為を無

引を対象としていた︒しかし︑ここにいう取引が︑間接取引に
も適用されるか否かで大きな議論があった︒最高裁判所は︑当
初︑商法二六五条にいう取引を直接取引に限定していたが︵畷欄

社を代表して︑債権者に対も債務引受をする等︑取締役個人の

行為のみならず︑取締役個人の債務について︑その取締役が会

いう取引には︑取締役と会社との間に直接成立すべき利害相反

ても︑その取引たる手形行為は有効である︒ただし︑取締役や

為であっても︑取引の安全を考えると︑取締役会の承認がなく

孝︶︑有効説は︑取締役会の承認のない会社・取締役間の手形行

︵追認︶があれば有効であると説いているが︵酪淋撫瞼唯鉱祉漏姻誰

利益となり会社に不利益を与える行為も包含される︒﹂︵畷款鯉網蜘

嶋ﾗ銀喋琵巻︶として︑取引の範囲を間接取引にまで拡大した︒

悪意の第三者に対しては︑一般悪意の抗弁や権利の濫用により︑
会社はその義務を免れることができると説いている︵細坤麺脚鰍潮

?萌鵡凋加鯵︑昭和四三年に判例を変更し︑﹁商法二六五条に

獺）

の第三者に対しては︑その手形の振出につき取締役会の承認が

るが︑いったんその手形が第三者に裏書譲渡されたときは︑そ

とを理由として︑その手形の振出の無効を主張することができ

社は当該取締役に対しては︑取締役会の承認を受けなかったこ

その取締役に宛てて約束手形を振り出した場合においては︑会

の見地より︑善意の第三者を保護する必要があるから︑会社が

する性質を有するものであることにかんがみれば︑取引の安全

年に判例を変更し︑﹁手形が本来不特定多数人の間を転々流通

為に関しては︑判例は︑絶対無効説をとっていたが︑昭和四六

さらに︑取締役会の承認を得ないでなされた取引中︑手形行

場合︵吠聞駄旺軌群恥ヒ瑚化融服課に駄瑚か級鴎馳殿二心欄貸下嚢葬砒邸蕪畑鞭験秘獺

ち︑会社がその取締役個人を受取人として約束手形を振出した

般的・抽象的な性質によって︑それを判断していた︒すなわ

条にいう取引にあたるか否かという点に関して︑手形行為の一

働

はかっている︒

証細瀬プ鱗林ご系獣鹸咄滋糀畷釧肋獣縫塾醜畑渕事︶︑善意の第三者の保護を

に対しては︑無効を主張することはできないと説き︵糟源橡珊肺磁

役との間では︑その手形行為は無効とする反面︑善意の第三者

認のない会社・取締役間の手形行為について︑会社とその取締

肚一八︶︒また︑近時の多数説︵相対的無効説︶は︑取締役会の承

し︑立証するのでなければ︑その振出の無効を主張して手形上

れた裏書保証をする趣旨で︑その受取人として振出しを受けた

講砕を切単寧能㎝賊集︶︑取締役個人が︑その会社の振出した手形に隠

ところで︑従来の伝統的な判例は︑手形行為が商法二六五

なかったことについて右の第三者が悪意であったことを主張
の責任を免れえないものと解するを相当とする﹂と判示し︵鍛駄
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W動櫨枕期民︶︑その会社の取締役が︑他の会社を代表して振

受取人とする為替手形に引受をした場合︵款糊吠胚︒豊郷枕胆炬網蝦騰

場合︵鋪欄登営試班航三聖覇↓一一㎝鴨猟剥試証し︑会社がその取締役個人を

り︵緬雄蕊雛鉱概淋胴配弘噸即︶︑やはり︑従来のように︑手形取引の

断基準の導入は︑極めて不明確な判断基準を持ちこむことにな

る傾向に対しては︑肯定説︵砒畝伽舳擦職務Mと︑具体的・実質的判

出した為替手形に︑会社が引受をした場合︵歓一調○和醐憐駄忌中恥日︶︑

な性質で判断すべきであるとする批判がある︵獣欄一構蜥砿財湖醗撒禰

安全を考え︑原因関係と離れた手形行為自体の一般的・抽象的

墾酎瀬簸消尽︒しかし︑判断基準の不明確さから︑相手方に不

会社が︑その取締役個人を被裏書人として手形を裏書した場合
ﾛ盤鉾山鶏だだ胆などは︑会社が手形上の債務を負うことに

場合には︑会社・取締役間に実質的な利害の対立がないので︑

裏書保証を行なう目的で︑会社の振出した手形の裏書人になる

て判断している︒すなわち︑取締役がその会社のために隠れた

ている︒なお︑近時の判例は︑具体的・実質的基準をも考慮し

不利益を与えないような手形行為は取締役会の承認を不要とし

して裏書をなす場合︵鹸隙鵬難瑚樋三磐一︸胡鮎四︶のように︑会社に

たあ︑民法の原則を個別的に修正し︑表示主義に基づく規定

護する必要があろう︒通説︵齢勲趣・判例は︑手形の流通保護の

のもある︵綱黒犬躰手︶が︑転々流通する手形の取得者の利益を保

否かが問題となる︒古い学説には︑全面的に適用を認めるも

する手形法上の特則がないため︑民法の規定が適用されるか

形行為の意思表示の蝦疵に関しては︑その意思表示の効力に関

㈲

利益を負わせないように︑第一に︑当該行為を類型化するとと

商法二六五条の適用はない︵礁鯨馳輔鯛㈱山野聾覇解欺舶肝眠繊舛捲肥鳩駄勲

︵虚偽表示︑詐欺等︶には民法の規定を適用し︑意思主義に基

なり︑会社に不利益を与える取引であるから︑取締役会の承認

眈額削糊珊踊艀舞研距胡ほ○︶とする判例や︑会社がその取締役に手形

づく規定︵錯誤︑強迫等︶には︑手形法一六条二項にいう外観

もに︑第二に︑具体的・実質的事情を判断基準とすべき︵瀟罫橘

を裏書すると同時に︑その手形金額と同額の融資を受ける場合

理論を適用し︑民法の規定の適用を排除している︵畑卿認蜘耕諺離

が必要である︒これに対して︑取締役が︑その会社に対して手

には取締役の利得もなく︑会社の犠牲もなく︑幣害がないので︑

賜頚測一鰍か酵膨砿小︶︒この説によると︑例えば︑詐欺によって振出

瞭三田灘靴健諏温海選櫛駄翁漬︶であろう︒

商法二六五条の適用はないと判断している︵鰻語漏㈱三軌脚萌に飢独骸

された手形を詐欺を理由に取消した場合には︑詐欺を行なった

般的・抽象的基準だけでなく︑具体的・実質的判断をも導入す

近時の判例が︑利益相反の有無の判断基準として︑行為の一

第三者は︑権利者となり︑振出人は善意の第三者に対抗できな

受取人は無権利者となるが︑無権利者から裏書を受けた善意の

そこで︑手形行為の詐欺について︑若干考察してみる︒手

斜鼻無罪︒富津五︶︒

形を振出する場合︵歓幽調緬額面笥血配日︶や取締役がその会社に対

｣網
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斯丘

（畷

以上に対して︑鈴木説は︑手形行為を書面行為︵証券の作

％が右期限までに資金調達ができなかったため︑︑Xは㌔に︑本

して︑右手形を買い取る旨の約束をXとの間で結んだ︒しかし︑

還を強く迫ったXに対し︑Yは︑八月一五日までに︑Y個人と

成︶と交付行為︵証券の交付︶の二段階に考え︑書面行為につ

件各手形保証吉言に︑呂会社代表取締役︑として署名するよう

くなるので妥当な結果となる︒

いては︑民法の意思表示の蝦疵に関する規定の適用はなく︑手

迫り︑︑は右のとうり︑署名するに至った︒

ところで︑偽造の場合には︑名義を偽られた本入は︑手形上

形であることを認識し︑または認識すべくして手形に署名すれ
ば︑手形上の権利および義務が発生するが︑交付行為による権

の責任を負わない︵最判昭和ご七年一〇月二︸日昆集六巻八四一頁︶が︑本人が遡及的効力を

は︑訴外Aらの甘言にのせられて︑選外B宛に手形を作成し︑辱

これを本件の脇の手形詐取の抗弁についてみると︑まず︑︑

及的に被偽造者におよぶ醸糊劇脈瑚炬群儲剛艶︶としており︑学説も

た手形の振出しを被偽造者が追認すれば︑振出行為の効力が遡

れを肯定する見解が有力になってきている︒判例も︑偽造され

有する追認をすることは可能か否かについて︵課雑乙川︶は見解が

交付していること︑そして︑右手形が︑Xに割引のために交付

また︑これを肯定する立場が有力である︵麟味か魏蹴型鋼懸︒以上

欧獺聡︶︒交付行為に民法の右規定の適用があるのは︑手形法上

され︑さらには︑裁判所の認定によれば︑右過程において︑X

証票等に署名をしたことは︑Y会社の手形保証を追認したこと

わかれている︒通説・判例︵里離当木離奔軌朋仁慰は︑偽造は被偽造

の悪意を推認するには早計であることなどからすると︑右抗弁
は︑判示のごとく︑手形の第三取得者たるXが︑悪意をもっ

になり︑乳会社としては︑偽造がなされた時から責任を負うこ

に特則がない以上︑当然のことであろうし︑手形の取引の安全

て︑当該手形を受けとったとはいいがたく︑したがって︑詐欺

とになる︒しかし︑これを一般的・抽象的に考えると︑会社に

者の利益を考慮してなされるものではない等の理由で︑これを

によって意思表示の取消がなされたか否かの判断をするまでも

損害を与える取引といえる︒すなわち︑商法二六五条にいう︑

は︑善意取得制度によって保護されるとするのが︑その根拠で

なく︑理由がないと棄却されることになろう︒

取締役会の承認を必要とする取引である︒判旨は︑YとXとが

否定している︵田中︵耕︶・手形法手法概論二〇五．頁中︵誠︶・手形法小切手法七七頁︶︒しかし︑最近では︑こ

⑥ 最後に︑覧会社の再々抗弁について検討してゆくことκす

当事者であるから︑取締役会の承認の不存在につき︑善意悪意

あろう︒

る︒本件手形に対する昭会社の保証が︑Aらによって偽造され

にかかわりなく︑㌦の追認行為を無効としている︒この点につ

の点からすると︑％が︑阻会社代表取締役として本件各手形保
ユ

たことに気付き︑本件手形のさしかえないしは手形金全額の返
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来からいえば︑債務者が︑債権者に保証すべき者を紹介し︑債

であり︑債務者と保証人との間の契約ではない︒すなわち︑本

㎝ 保証契約とは︑一般的には︑債権者と保証人との間の契約

ある︵菅原・前掲商法の判例第二版八二頁︶から︑その第三取得者を善意の第三者とし

引における﹁第三者﹂とは︑取引の当事者以外の第三取得者で

における﹁当事者﹂とは異なったものであるといえる︒直接取

以上からすれば︑直接取引における﹁当事者﹂と︑間接取引

郎︶︒

権者が︑その者と直接交渉して保証を得ることになる︒よっ

て保護することに異論はない︒しかし︑間接取引においては︑

いて以下検討してゆく︒

て︑取締役が振出した手形に︑会社が保証をする場合の手形所

り︑右保証や引受等の契約が︑形式的には︑会社と第三者との

﹁第三者﹂が会社との取引における当事者︵皇威蜘端山焔謙聖であ

多くの場合︑手形を作成した振出人が︑その交付前に保証人と

取引であったとしても︑実際には︑その第三者と取引をする取

持人は︑当事者ということができよう︒すなわち︑実際には︑

直接交渉して︑保証してもらい︑それを受取人に渡すという形

締役が︑会社を代表して右契約を行なうのであり︑間接取引に

合のように︑直接取引における当事者とは︑取引の﹁当事者﹂

ら︑協が阻会社を代表して本件各手形保証を追認したことにつ

えてみると︑前述したようにXは乳会社との間においては当事
者であることにまちがいない︒しかし︑間接取引における当事
者と直接取引における当事者の立場は異なっており︑直接取引
における善意の第三者を保護すべき理由は︑取締役会の承認の
有無につき不知である善意者を保護するという立場であるか

会の承認のなかったことについてのXに対する抗弁について考

がでてくるのではないだろうか︒これを本件の呂会社の取締役

あったのか否かを知り得る状態にあるとはいいがたい︒とすれ
ば︑間接取引における当事者を善意者という形で保護する必要

おける相手方たる当事者は︑右取引につき︑取締役会の承認が

式をとっている︒これを本件についてみると︑手形保証が偽造

であることに気付いたXが︑その手形を個人として振出したY
に︑鴫会社代表取締役％として︑右の無効な手形保証を有効な
ものとして追認させたという点からは︑Xは︑判旨のごとく︑
当然に当事者であり︑第三者の立場には立たないことになる︒

である︒これに対して︑取締役個人の第三者に対する債務をそ

き︑取締役会の承認がなかったことをXが知っている旨の証明

ここで疑問に思うのは︑直接取引における﹁当事者﹂と間接取

の取締役が会社を代表して︑保証する場合︑すなわち︑間接

がぬ会社からなされないかぎり︑結局︑Xは善意者として保護

ている取締役が︑地方公共団体の長として会社と取引をする場

である︒会社が取締役から金銭を借りる場合︑市町村長を兼ね

引における﹁当事者﹂とを同様に取扱うべきか否かということ

取引においては︑直接取引において﹁第三者﹂に該当した者

純︶

されると解するのが妥当ではなかろうか︒

︵竹村
は︑会社との取引における﹁当事者﹂となる︵画題酢蘭学鍛殆罧輩漁磁
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株主総会の特別決議を経ずになされた新株の有利発行につき
代表取締役の商法二六六条ノ三による責任が認められた事例
東京地裁昭和五六年六月＝一日判決︵昭和四六年働第一二

そこで︑Xは︑商法二八○条ノニ第二項違反等を理由に︑代

表取締役Yに対して取締役の任務解怠による損害賠償を求めた
事件である︒

︹判旨︺請求の一部認容

行動していた被告Yの取締役たる地位の適法性に疑をとなえる

訴外A会社では︑昭和二七年頃から︑当時代表取締役として

︹ 事 実︺

ち︑必要な数の株式の引受人を集めうる限度で︶旧株主にとり

企図される会社の資金調達の目的が達せられる限度で︵すなわ

い︒そして︑この場合︑公正な発行価額とは︑新株発行により

とは︑公正な発行価額より特に低い価額をいうものと解してよ

八三号損害賠償請求事件︶判例タイムズ四五三号一六一頁

原告X︑B及びCとYとの間に経営権をめぐる紛争が生じ︑訴

最も有利な価額︑つまりできるだけ高い価額をいうと解するの

﹁商法二八○条ノニ第二項の﹃特二有利ナル発行価額﹄

訟にまで発展していたが︑同二九年に至って︑双方の間で︑X

が相当である︒ただ︑抽象的には右のようにいえても実際に右

嗣

とYの二人を代表取締役に選出するということで妥協点を見出

の額を判断することは容易でない︒市場価格のある場合には︑

市場価格は有力な手がかりとなるが⁝⁝訴外会社の場合︑上場

して裁判外で和解し︑右の訴訟等も取下げて紛争を解決した︒

ところが︑昭和四四年五月二八日の島外A会社第二七回定時

により株式を評価するいわゆる純資産方式を基本にしつつ︑会

会社でなく株式に市場価格がない⁝⁝ため︑当時の株式につき

そして︑昭和四四年一〇月二〇日の生壁A会社の取締役会にお

社の経営状況︵利益及び配当の状況等︶や株式の流通性等の要

株主総会において︑任期満了に伴って取締役の選任投票が行わ

いて︑Yら取締役が︑﹁ω新株二〇万株を発行する︑②発行株式

素を考慮して必要な修正を加え︑・右の公正な発行価額を判断す

右のような意味での公正な発行価額を判断するにはいつそう困

は額面株式とし︑一株の発行価額を五〇円とする︒㈹旧株式に

る他ないと考える︒⁝⁝訴外会社のように企業の所有と経営が

れた結果︑Y︑D及びEが選任され︑Xは選任されなかった

対応する割当を行わず︑Yに対し七直黒○○○株︑D及びEに

十分分離されているとはいえない閉鎖的な小規模会社︵当時︑

難を伴う︒本件のような場合当裁判所は︑一株当りの純資産額

対し各四万六〇〇〇株︑Fに対し三万株をそれぞれ割当てる︒

資本金一〇〇〇万円⁝⁝︑︐株主は形式的には浜名いたが︑⁝⁝

︵それまでは︑改選期毎にX︑Y及びDが再任されていた︶︒

㈲新株払込期日は昭和四四年一一月六日とする︒﹂との新株発

いわゆる名義株があって︑実質的には株主はX︑Y︑D及びE
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が株主の間に強く働いているとみてもそれほど不合理ではない

企業にも似て︑実際上株式は会社資産を化体したものとの認識

名︶には右四名の内から三哲が就いていた︒︶にあっては︑個人

の四名で︑かつ固定していたことが認められ︑・・⁝・取締役︵三

る⁝⁝︒

から約四割を減じた一株当り四五〇円とみるのを相当と認め

外会社の株式の公正な発行価額は︑前認定の一株当り七六三円

三〇パーセント程度の滅価を生ずる旨︶を考慮して︑当時の訴

なお︑鑑定人は︑純資産方式を用いるにあたって︑国税庁の

控除した額を発行済株式総数で除するべきであるという︒しか

﹃相続税財産評価に関する基本通達﹄の定めるところにしたが

式とか収益還元方式があるが︑本件ではその基礎資料に乏しく

し︑右通達は相続税を課するための財産評価という目的から︑

評価することは︑むしろ実態に即しているともいえる︒一般に

採り得ないし︑いわゆる配当還元方式についても︑本件では株

特別の配慮をしているものと考えられ︑本件のように新株の公

って︑評価替えした純資産額から含み資産の五三パーセントを

主は単に配当受領の権利を有するだけでなく︑現実に訴外会社

正な発行価額を求める場合に同様の控除をすべき合理的理由は

用いられている他の評価方式として︑いわゆる類似会社比準方

の経営面に関与し得る立場にあったと認められるから︑必ずし

見出すことができない︒

以上に判示してきたところがら︑本件の新株の公正な発行価

額は一株につき四五〇円であったと認められるから︑これを五

〇円で発行するのは︑明らかに﹃特に有利な価額で発行する﹄

﹁本件の新株の発行につき株主総会の特別決議を経てい

場合にあたるといえる︒﹂

二

ないことはYの明らかに争わないところであるから︑Yには︑

款の定めがあった⁝⁝ことが認められる︒右の各事情と鑑定の

会社の株式の譲渡については︑取締役会の承認を要する旨の定

り︑経営は思わしくなかったことが認あられ︑また︑⁝⁝訴外

ろに基づき︑右の任務違反によってXに生じた損害を賠償する

い︒⁝⁝そこで︑Yは︑⁝⁝商法二六六条ノ三の規定するとこ

Yの態度からしても少なくとも重大な過失があったといってよ

点において任務違反があるというべきであり︑かつ︑前認定の

︵代表︶取締役として右手続を経ないで本件の新株を発行した

結果︵ことに︑譲渡制限ある株式は︑それのない場合に比して

ところで︑⁝⁝当時訴外会社は︑欠損及び無配当の状況であ

⁝︶で割ると七六三円︵円未満切捨︶となる︒

るに︑当時の訴外会社の純資産額は⁝⁝一億五二七一万円であ
ったと認められる︒これを発行済株式総数︵⁝⁝二〇万株⁝

まず︑理外会社の当時の一株当りの純資産額について検討す

を加えることとする︒

考えに基づき︑訴外会社の株式の公正な発行価額について検討

も本件に妥当な評価方法とはいえない︒⁝⁝以下︑このような

と考えられ︑端的に一株当りの純資産額でもって株式の価額を
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義務がある︒

前記のとおり本件の新株発行直前の案外会社の株式の価額は
一株当り四五〇円であったところ︑新株発行によって︑資産は
一〇〇〇万円︵五〇円×二〇万︶増加しただけで︑発行済株式

総数は二〇万株から四〇万株に倍増したものであるから︑その

○条乙︐一第二項の特に有利な発行価額に該当するか︑また︑そ

の算定方式の最も妥当なものは何か︑働有利な発行価額である

場合に株主総会の特別決議を経ていないことは︑商法二六六条

ノ三の規定により︑右の任務違反によって旧株主に生じた損害

を賠償する義務がその取締役にあるかどうか︑という二つの問

まず第一の問題点は︑本件新株発行価額五〇円は特に有

題点を中心に以下において検討する︒

二

うべきである︒ただし︑実際の発行価額五〇円の五万一〇〇〇

〇〇〇株分⁝⁝について︑保有株式の価値の減少を生じたとい

額は︑株式の時価を基準として︑新株発行により企図される会

特に有利なことを意味するものであり︑従って︑公正な発行価

﹁特に有利な発行価額﹂とは︑発行価額が株式の時価に比して

利な発行価額といえるかである︒

株分⁝⁝の支払は免れているわけであるから︑結局のところX

社の資金調達の目的が達せられる限度で旧株主にとり最も有利

は︑本件の新株発行前後で︑一株当りの差額二二五円の五万一

の損害は八九二万五〇〇〇円となる︵なお︑商法二六六条ノ三

な価額とするのが通説判例である︵錨淋予讃鱒蛤竜甦二丁粗一儀猷瞭

醗蝦

にいう﹃損害﹄とは︑いわゆる直接損害か間接損害かを問わ

秘服蝶G覗港姻腸配駈鄭頭パ糠喜驕粥鯛︶︒本件料旨も︑この立場に従ってい

明らかにしえたとしても︑実際上その価額の算定は困難であ

しかしながら︑公正な発行価額の概念を右のようにして一応

る︒

ず︑取締役の任務違反と相当因果関係のある損害であれば足り
る︒︶︒﹂

︹研究︺判旨の結論に反対︒

闘 本判決は︑新株発行の際︑非公開株式であり︑且つ単な

133

る︒特に本件のような非上場の株式の場合︑そもそも市場の取

引価格は存在しないため︑これによって公正な発行価額を定め

る非支配株主ではなく現実に会社の経営面に関与し得る立場に
あった株主所有の株式の評価に関して︑純資産方式を採用した

ることはできないことになる︒そこで︑このように取引相場の

垂撤駄瀞櫛創翻勲瞭縞秘癬細革船引駒磁瀧軸八二練解悟鰍触雛即闘梢礁加蝦︶︑収益還

鏞｣瀟躍飛二軸鵠夏休翻絵麗勧頓旙鯨窃搬癩土版鰍a入監輝雌額︶︑配当還元方式

ない非上場の株式の価格を算定する方式として︑純資産方式

ものとして意義を有する︒さらに︑本判決では︑株主総会の特
別決議を経ずになされた新株の有利発行につき︑代表取締役の
商法二六六条ノ三による責任が認められている︒
そこで︑本判決について︑働本件新株発行価額は︑商法二八

パ雄
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価額は一株につき二二五円程度に減じたというべきである︒そ
して︑⁝⁝当時五万一〇〇〇株の株式を保有していた⁝⁝X
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元方式︵会社の一株当り将来早期に期待される利益を一定の利回りで除し︑元本としての株式価格を算出する方式︶︑類似業種︵会社︶

比準方式砲職醗紐鉦灘種租鞭鍵鋤類融鮒麟趾翻瞭雌勲耀層ビ費概騰湘恥驚畑猟か雌当︶

などが知られている︵醜腓ト凄阯醐懸橋傭焔研離鰍囁辮配激灘監21調飴雌鵬咽遡駈

評価方法とはいえないとして︑結局純資産方式を採用してい
る︒

本件のように非上場株で店頭取引もされていない株．式の新株

発行価額が商法二八○条ノニ第二項の﹁特に有利な発行価額﹂

にあたるかどうかが争われた先例として︑大阪地裁岸和田支判

昭和四七年四月一九日判例時報六九一号七四頁と大阪地裁堺支

判昭和四八年＝月二九日判例時報七三一号八五頁を挙げるこ

とができる︒前者では︑裁判所は︑配当還元方式を採用すべぎ

であると判示し︵翅融鰍飢征側留撫喉禰黒駒罷紅暖受鮒脳破墨馳牒畷頃硝鍼陰識撚が

比準方式とか収益還元方式は本件ではその基礎資料に乏しく採

のを用いることになるわけであるが︑本件三道は︑ω類似会社

記のような各種の評価方式を個々の場合に応じて最も適切なも

三 ところで︑非上場の株式の価格を算定する場合には︑前

所有の株式の評価に関する事案である︒従って︑その先例を直

なく︑現実に訴外会社の経営面に関与し得る立場にあった株主

に対して︑本件では株主は単に配当受領の権利を有するだけで

いずれも非支配株主所有の株式の評価に関するものであったの

畑鼠氷面め燗恥腱竜彩野磯殿堅田紛姫懸爪勃階子晒聾︒これら二つの先例は︑
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（1

￨翻咽別訴醐夢心撒誹高雅蝋懸︒これらの中で︑類似業種比準方式

が実際には使われることが多く︵状描記撤堺直傭触珊牌咽艶︒︵勲炬に拡班駅聯
請求に対しての株魎上皇の事案︶︑ 大阪地銀昭和四四・三・二〇行政事件判例集一六巻三号三
七八頁︵税法上株価を決定すべぎ事案︶︑ 新潟地判昭和四五︒四・一四税務訴訟資料五九号六
二八頁︵税法上株価を決定すべぎ事案︶︑東京二四昭和四六・一・九判例時報六一八号七七頁
︵譲渡制限株式の売買価格協議不調の際の株価算定の事案︶︑東京地決昭和四六・四︒一九商事

職制蠣慨畑肱て○娚に空売魚娠朝旧記勧顔︶︑経営学者によっても妥当とされ
ている︵墨書判読艶艶畑磯細㎜a獺ザ桐躰濡燕報灘融甫秘胎猷瑠陥勢鯉︒しかし︑

その方式は︑類似業種に属する上場会社の中に適当な類似会社
が求められることを前提としており︑それが必ずしも容易でな

当還元方式もしくは類似会社または同業種比準方式をとるべき

z脳肋隣ポ罐齢噛課業跡瑚嫉猷絵靴肋ゴ癬轍直︶︑後者では︑裁判所は︑配

株式の価値は︑まったく配当請求権に帰一する︑︵ロ︶類似会社比準方式は︑取引相場のない株
式を取引相場のある株式と同視する点でむりがある︑︵ハ︶収益還元方式は非支配株主の所有す
る株式の評価には不適当である︑︵二︶純資産方式は︑株式が会社資本に対する持分である面を
強調するものであるが︑営業活動を継続する会社にとっては持分は観念的な形態にとどまるも

その方式によるべき資料がないような小規模会社では︑純資産

であると判示する︵罐紬靴凱飢劃覧松鵬檎萌舷灘鵡碗賄騰劇烈加里勲訟概醜醗斯

いところにその限界がある︵蓮井・前掲法政研究四四九頁︑河本前掲別冊商事法務一七号四五頁︶︒従って︑

方式が用いられる傾向がある︵畷網鯛湘細濁靴塞翁避レ颯園芸肥雛肝に爵降凋

稲働搬醗磯鮒鏑ビ捷鷲嫡齪靴砒諏ザ応報藷粥脳聯越簾灘⑳旛畷純勲軸ゆ加磯腰西諸彬敵醐肋

り得ない．し︑回配当還元方式についても︑本件では単に配当受

接本件にあてはめて考えることはできない︒この点で︑本判決

ﾋ砺蹴ボー旧誼廟馨魏︑還燃施葡臆存植侃凝艇醜窮纈

領の権利を有するだけでなく︑現実に鶉衣会社の経営面に関与

は︑新株発行の際︑非公開株式であり︑且つ単なる非支配株主

場慣嶽籔磁欝躍舞に﹀︒

し得る立場にあったと認められるから︑必ずしも本件に妥当な

獄切

50

I肝

ての持分額算定の事案︶︑ 東京高岡昭和四七・四・一三判例時報六六七号七八頁︵譲渡制限株
式の売買価格協議不調の際の株価算定の事案︶︑ 東京地判昭和三九・五・一五下民集一五巻五

齢僧

伽額

判例研究

の株式の評価に関する先例としての意義を有するものであろ

ではなく現実に会社の経営面に関与し得る立場にある株主所有

することが妥当であると思われるので︑純資産方式を採用した

のであると考えて︑一株当りの純資産額でもって株式の評価を

閉鎖的な小規模会社では︑実際上株式は会社資産を化体したも

ただし︑本宗旨は︑﹁純資産方式を基本にしつつ︑会社の

きる︒このように考えてくると︑本件のように個人企業に近い

さないので︑その方式を採用しなかった本判旨の態度も首肯で

経営面に関与し得る立場にあった株主所有の株式の評価には適

有の株式の評価には適しても︑本件のように現実に訴外会社の

不採用も妥当である︒さらに︑配当還元方式遺︑非支配株主所

り︑経営は思わしくなかったことが認あられているので︑その

する︒本件では︑当時理外会社は︑欠損及び無配当の状況であ

雛麟バ配︶︑印判旨は︑これも基礎資料に乏しいので採り得ないと

︵利益及び配当の状況等︶と株式の流通性を減額修正要素とし

はいえない純資産方式の欠点を補うために︑会社の経営状況

うに継続企業の株式の評価方法としては必ずしも完全なものと

三円から約四割を減じた一株当り四五〇円としている︒このよ

て︑当時の論外会社の株式の公正な発行価額は︑一株当り七六

式に譲渡制限があったことを三割程度の減額修正要素と考え

ということを約一割の減額修正要素とし︑また︑垣外会社の株

従って︑本判旨は︑簿外会社の経営状態が思わしくなかった

（1

ものといえないからである︒

ある点で︑継続企業の株式の評価方法としては必ずしも完全な

るほか︑その方式にいう持分は清算の段階まで観念的な存在で

主体として活動する企業の動態的側面からの評価が欠落してい

ない﹂と判示している︒けだし︑純資産方式は︑経済的取引の

考慮して必要な修正を加え︑右の公正な発行価額を判断する他

経営状況︵利益及び配当の状況等︶や株式の流通性等の要素を

四

れる典型的な例であろう︒

N馴璽︶暴論新︶︑本件は︑その方式が最も適切であると考えら

いとする批判的見解が多いけれども︵薩耕赫欄肱鷺酬駿乙張竜碑誠恥ハ町解

本陣旨に賛成である︒純資産方式による株式の評価は適当でな

う︒

そこで︑純資産方式を採用した本悪寒の妥当性を検討するこ
とにしたい︒本件の事案では︑まず︑既述したように経営学者
によって妥当とされている類似業種︵会社︶比準方式の採用が︑

考えられる︒しかし︑本判旨は︑本件ではその基礎資料に乏し
く採り得ないとする︒その理由が︑当該会社が資本金一〇〇〇
万円の小会社であることにあるならば︑不当であろう︵胴髄酌輔舗

ﾊ号︶︒なぜならば︑その十数倍の資本金三遷二〇〇〇万円の

韻ポ
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株式の評価に適するとされているけれども︵醗餅恥削手心赦醐概肥駄離姻

の限りで是認できる︒次に︑収益還元方式は︑支配株主所有の

小会社であるということだけではないように思われるので︑こ

るからである︒しかしながら︑養護旨は︑その不採用の理由が

会社を選んでいる判例︵一端愚心澗蜘姻繊靹卿の海遡鰍脇朝灘諭就蜷に男︶もあ

購膨
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て考慮する本判旨は︑正当なものと考える︒

本塁旨は︑基本的には②の立場に立ち︑まず貸借対照表によっ

確翻無蘇藏無量︶︑㈹ゴーイング三ンサ←混融誘濡嬬
簾乱雲．難論難響馬簾決︶などがある︵藩齢醜鑑遡︒

法︵決算貸借対照蓑とその記載価額により株式の価格を算定する方式︶︑個解散︵清算︶価値法︵磯徹搬癒碇肌

与税算定に際しての純資産価値法︵些翻雛遡吻薩煤払那耀財る︶︑②簿価

役の責任を追及する訴を提起できる︵雌紅六︶ことは疑いない︒し

場合六月前より引続き株式を有する株主は会社を代表して取締

を賠償する責に任じなければならなく凝議￠駁︶︑そして︑この

取締役会決議に賛成した取締役は連帯して会社に対しその損害

らば得られたであろう会社の利益を害されたことになるから︑

明らかに法令違反行為であり︑会社は公正な価額で発行したな

ところで︑本件のような総会の特別決議を経ない有利発行は

・136）
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である︒

て純資産額を︸八九五万一〇八⊥ハ円と算定し︑次いで︑その客

かし︑本件のような新株発行による株式の値下りによって損害

五 なお︑純資産方式といっても︑これには︑ω相続税・贈

観的価額を得るため評価替えの必要のある資産及びその評価差

︵いわゆる間接損害︶を受けた株主が直接取締役に対してその

（1

三パーセントを控除した額を発行済株式総数で除すべき合理的

定めるところに従って評価替えした純資産額から含み資産の五

いう目的から︑特別の配慮をしているのであるから︑右通達の

価額を求める場合と異なり︑相続税を課するための財産評価と

産評価に関する基本通達﹂は︑本件のように新株の公正な発行

た結果︑ひいて第三者に損害を生じた場合であると︑直接第三

間に相当因果関係がある限り︑会社がこれによって損害を被っ

被らせたときは︑取締役の任務解怠の行為と第三者の損害との

または重大な任務慨怠によって第三者︵株主も含む︶に損害を

昭和四四年の最高裁大法廷判決︵鼻曲一一症蜷斯こが︑取締役の悪意

昭和五六年改正前の商法二六六条ノ三第一従前役について︑

直接に第三者に対して損害賠償の責に任ずべきことを規定した

理由は見出すことができないと判示している︒これは妥当な見

六 最後に︑前述した本判決の第二の問題点は︑代表取締役

ものであると判示して以来︑その後の判例はこの立場を踏襲し

者が損害を被った場合であるとを問うことなく︑当該取締役が

が株主総会の特別決議を経ずに新株の有利発行をしたことに任

嘉賊寄草雛砒躬た葡肱恥辣︶︒本宿旨も︑損害

わゆる直接損害か間接損害かを問わず︑取締役の任務違反と相

額の認定の際に︑﹁商法二六六条ノ三にいう﹃損害﹄とは︑い

拙

ている︵臓古訓稗醐憾

害︵新株発行によって株式の価額が下がることにより受けた損害︶を賠償すべきことを認めていること

二六六条ノ三の規定に基づきその任務違反によりXに生じた損

務違反があり︑かつ︑重大な過失があると判示して︑Yが商法

解であると考えるへ嗣攣癬臨離政︶︒

賠償を請求することができるであろうか︒

50

は一億五二七一万円と認定した︒さらに︑国税庁の﹁相続税財

益の鑑定結果を取捨選択して︑訴外会社の増資直前の純資産額

判例研究

判例研究

記大法廷判決と同じ見解を採るものと思われる︒この立場で︑

当因果関係のある損害であれば足りる﹂と述べているので︑前

原則の趣旨にも添うことになろう︒この点で︑本墨筆には賛成

解すべきである︒このように解することが︑会社の資本充実の

以上のように︑閉鎖的な小規模会社における新株発行の

できない︒

七

本判旨は︑本件の場合に︑Xの所有する株式の値下りによる損
害について︑取締役Yが本条による損害賠償責任を負わなけれ

いて本条の責任を肯定する見解があるけれども︵雛辮陣磁舷購汝喉

学説においても︑本件のような株主のいわゆる間接損害につ

できる︒しかも︑本件のような事案に関して︑有益な先例とな

して︑純資産方式を採用した本特旨は妥当なものということが

関与し得る立場にあった株主の所有する株式の価格算定方式と

場合に︑単なる非支配株主ではなく現実に訴外会社の経営面に

紳聾︶一門融一二眈上鎌蟹龍飢概八三漱懲諮か燐倣蝕麗臓聯座︶︑これに対して︑

るであろう︒しかしながら︑株主総会の特別決議を経ずになさ

ばならないと判示しているのであろう︒

間接損害については第三者の中に株主は含まれないとするのが

れた新株の有利発行によって株式の価値が減少したことによる

判旨の結論には反対である︒

︵畠田公明︶

株主の損害についてまで︑商法二六六条ノ三の責任を認める本

最近の多数説である︵臨駄刊漸並守内聴磁御能蝋型里心蠣わ詮再挙鯉幟職榊謎如鯉弘

鼠算頁︶︒後者の説によれば︑本件のような場合には︑取締役は
本条による責任を負わないことになろう︒

思うに︑債権者代位権制度ないし株主の代表訴訟制度の対象
となるような純然たる間接損害は︑本条の損害の範囲には含ま
れないと解すべきである︒しかも︑このような純然たる間接損
害については︑本条による取締役の責任を認めた最高裁判例は
ないといってよい︵岐楓観灘獅獣顔赫解厳咄狛乱嘱狙棘糊師鵬舵い肩頴鋤融纐醸細籍
による取締役の責任を認めているにすぎない︵最判昭和三四・七・二四民集一三巻八号一一
五六頁︑最判昭和四一・四・一五民集二〇巻四号六六〇頁︑前掲最判昭和四四︒一一・二六

賠償されれば︑旧株主Xの損害はなくなることになる︒それ

．137）

等︶︶︒また︑本件では︑会社は公正な価額で発行したならば得

故︑Xは代表訴訟制度によって取締役の責任を追及すべきであ

られたであろう利益を害されているので︑その損害さえ会社が

って︑本条による取締役の責任を追及する訴を提起できないと

（1
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