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優先株主と普通株主の利害調整

はじめに

高

橋

真

弓

から派生して会社経営者に株主以外の利害関係者に対し
︵4︶

ても株主に対すると同様の信認義務を負わせることの当

者は︑法に規定がある一定の場合を除けば︑契約で定め

社を経営することを要請されており︑他の会社利害関係

いる︒ここでは経営者はもっぱら株主の利益のために会

営者は主として株主に対して信認義務を負うとされて

ことは︑経営者に複数の利害関係者の利益を考慮するこ

に︑株主以外の利害関係者のために信認義務を拡張する

して挙げられる点は論者により様々であるが︑その一つ

の信認義務を拡張することに批判的である︒その根拠と

多くの学説は︑株主以外の利害関係者のために経営者

否が議論されてきた︒

られている範囲でのみ保護を受けるにすぎない︒一方で︑

米国の伝統的な会社法理論においては︑株式会社の経

米国では一九八O年代の企業買収隆盛時に株主以外の利

とを要求し︑これらの利害関係者の利害が対立する場合
︵5︶
に混乱を生じさせるとの指摘がある︒この混乱によるコ

︵1︶

害関係者の利益保護の問題がクローズアップされたこと

ストは当該法制がもたらす利益を大きく上回ることにな

かかる指摘は︑株主が単純に普通株主のみから構成さ

ると主張されている︒

を受けて︑多くの州で﹁他の利害関係者条項︵o旨①二昌−

︵2︶
娑9竃ξω冨9冨ω︶﹂が制定された︒同条項について
︵3︶
は様々な観点から批判がなされているが︑これらの議論

秘
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述のような検討は︑優先株式をめぐる法律関係の明確化

本稿は︑以上のような観点から︑会社経営者の信認義

れる場合には︑他の利害関係者への信認義務拡張論に対

ろうか︒株式会社の経営者は︑﹁株主﹂である以上優先

務は種類株主問の利害調整までをも包摂するものである

を課題としているわが国における議論にとっても一定の

株主に対しても信認義務を負うものであるが︑一方で優

との考え方の当否を含め︑種類株主問の利害調整の在り

する批判として一見もっともらしいものであるが︑優先

先株主は普通株主と利害が対立することがありうる者で

方を検討しようとするものである︒なお︑種類株式には

意義を有することになろう︒

ある︒この現象からは︑信認義務に異種類の会社利害関

優先株式とは逆に利益配当等の順位が普通株式に劣後す

株主に代表される種類株主の存在を考慮するとどうであ

係者間の利害対立を調整する義務を包摂することは不可

る後配株式もあるが︑以下では優先株式を念頭に置くこ
︵7︶

能ではないかのように見える︒とすれば︑先に述べた信

ととする︒

︵1︶

債権者に対する会社取締役の信認義務を否定するものとし

係者に対する信認義務は一般に否定されている︒例えぱ社

かが問題となるところであるが︑株主以外の個々の利害関

会社の利害と株主の利害が対立する場合にこれをどう扱う

き巨soざミQミ雪まoぎ︸oooooU一﹂斥o﹁−−oo↓P㊤b00︵−ooooo︶︶︑
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及び株主に対して信認義務を負うとされており︵ω§陣炉

ω昌−■雰く．鼻畠︵−竃−︶︑正確には︑会社経営者は会社

之§b§亀oざざsgoo尋o§膏きミ§ざミbミ︸8一曽ω↓g−

§ユo§完ミ︷osミsさ﹃§迂s的ωぎsミ︸oミ雨葛§㈹臭oざ−

﹄o昌亭彗声ζ害昌一㌧ミ■s曽o§ざ㌧§ミ吻泳gき雨

認義務拡張論への批判がどれほどの説得カを有するもの
であるのかは問題になろう︒株主以外の会社利害関係者
に対する信認義務拡張論の当否を論じる上で︑一優先株主

の保護システムを明らかにし︑普通株主との利害調整が

どのようにして行われているのかを検討することは必要
不可欠であるものと恩われる︒

わが国でも︑近時特に国際決済銀行の自己資本比率規

制との関係で銀行による優先株式発行のための定款変更
及ぴそれに続く優先株式の発行事例が散見されるように
︵6︺

なっている︒様々な理由から︑優先株式はまだなお一般
投資家の投資選択肢の一つとなったとは言い難いが︑上
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トs＆o§雨㌧寒ぎ貧きs§δミぎ§︸ぎb§象一〇︒oz一

ニュー・ヨーク州等二八州が同条項を採用している︒

峯．〇一﹇1宛睾．塞92ω−2一︵5竃︶等︒

︵2︶
ヨα．−﹄睾﹄轟もお︵；o−︶一雲島胃o軍↓芭①■9ぎミo§−

︵3︶■やb§ミ§ミ§一完邑黒s︷轟Ooもo蔓討旨員違

二二二条二項︶のは︑定款変更時に既存株主に将来の種
︵8︶

類株式の発行について拒絶の機会を与えようとする趣旨

の現れであると考えられる︒しかし︑なおも両者の利害

の対立が考えられる場合がありうる︒日本では優先株式

の発行例自体が少ないことからかかる問題を直接扱った

事例がほとんどみられないので︑過去米国で争われた利

︵9︶

に優先株主の側に不利益をもたらすものと考えられる利

害対立の場面を紹介することとする︒なお︑以下では特

害対立の場合について考察する︒

︵量違︶1

隻§§ξω§ミ婁語く一窃昌ユー．カ雲．零ω一きO−卜冒
︵4︶ζ彗睾餉§§9R巴呉Mω．

1

いて最も問題とされたのが︑非累積的非参加優先株式の

優先株式の権利内容を定める優先株式条項の解釈につ

優先株式条項の解釈

︵5︶ミ．9員曽−ωω．

︵6︶ 一九九七年度増資白書・商事法務一四九五号︵平一

非累積条項の解釈である︒米国における非累積的優先株

〇︶四三頁以下参照︒

きであるが︑償還条項は優先株式に付されるのが通例であ

式の発行事例は現在ではさほど多くないが︑かつてかか

︵7︶償還株式は本来種類株式の一種類として別途考察すべ
ることから︑本稿では優先株式の一類型として扱う︒

る優先株式を発行している会社が︑配当可能利益がある

まずいかなる場合に優先株主と普通株主の利害対立が

題となった︒数年経過したところで配当が再開されても︑

に配当をなさずに内部留保するということが行われ︑問

にもかかわらず長年にわたり優先株式・普通株式の双方

生じるのか代表的な事例を概観する︒わが商法は既に優

非累積的優先株主は当該年度の配当しか受領できず︑普

優先株主 と 普 通 株 主 の 利 害 対 立

先株主と普通株主問の利害調整規定を置いている︒例え

通株主は内部留保の残額からより多くの配当を得ること

二

ば︑優先株式の内容について定款に記載を求める︵商法
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︵m︶
ができるからである︒

この問題について多くの州判例は非累積条項を文字ど
おり解釈し︑原則として内部留保後の普通株式への配当

︹蝸︺
上の保有者の同意を必要とすると定める州法が多い︒し

かしそれでもなお優先権の内容を変更する定款変更等に

される︒学説はこの配当クレジヅトルールを支持してい

れなければならず︑その隈りで普通株主への配当は否定

れた利益から優先株式についての﹁配当原資﹂が充足さ

の下では︑普通株式に配当がなされる前に︑内部留保さ

﹁配当クレジットルール﹂を採周した︒このアプローチ

なかった年のみ配当の累増を行わないものと解釈する

所は異なる立場を採り︑非累積条項を会社が利益を生じ

も許されると判示した︒唯一ニュージャージー州の裁判

発行会社側は未払累積分を除去すべく︑直接定款変更を

株主への配当をなしえないという状況に陥った︒そこで

行うことはできないため︑恐慌後利益が回復しても普通

優先株主に支払をなさなければ普通株主に対して配当を

の優先配当の未払累積分と当期の優先配当の全額につき

多発した︒かかる優先株式を発行している会社は︑過去

優先株式の未払累積配当金が巨額に膨らむという事例が

年代の恐慌期に配当を行えない年が何年も続き︑累積的

る配当の未払累積分の除去である︒米国では︑一九三〇

米国で特に問題となったのは︑累積的優先株式におけ

おける優先株主保護の問題については議論がある︒

るものが多いが︑非累積条項とは別に﹁配当可能利益が
︵M︶
ある場合にのみ累積的とする﹂と定める条項例があるこ

行い優先権の内容を変更してこれを除去する︑あるいは

︵H︶

とに鑑みると︑非累積の定めを利益がある限り累積と読

これに伴い優先株式を強制的に普通株式と交換する︑あ

︵u︶

み替えることが解釈として適切なのか否かについては考

るいは定款変更により既発行の優先株式より上位の優先

︵旧︺

察の余地があろう︒

性を与えたうえで︑未払累積分の除去を条件に新優先株

株式を発行し︑未払累積分に対する関係においても優先

わが国の種類株主総会制度同様︑米国においても︑優

式を旧優先株式と交換する申出をなし︑優先株主がこの

優先権の内容の変更

先株式の優先権の内容を変更する際には︑当該変更によ

交換に応じざるをえなくなるようにすることによって︑

2

り不朴益を受ける種類株式の過半数ないしは三分の二以

〃
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事実上強制的に未払累積分を除去するといった様々な方

かにより判断すべきとし︑補償額を算出する上で基礎と

は憲法により保謹される既得権であるなどとして︑その

る規定が置かれたのに対しても︑未払累積配当金講求権

判例は︑当初︑州会社法に優先権の内容の変更を認め

会社にとって必要であったことを﹁公正性﹂の内容とし︑
︵別︶
その立証責任を会社に負わせるべきとする説もある︒し

等が主張されている︒これに対し︑未払累積分の除去が

分配優先額基準説︑投資価値理論︑ファンディング理論

なる優先株主の権利の評価額の基準については残余財産

除去を否定していた︒しかし︑合併により︑未払累積分

かし︑判例は不公正性を理由に未払累積分の除去自体を

法を利用した︒

のある優先株式に対し︑新設会社ないしは存続会社の株

無効としたことはほとんどない︒裁判所は﹁公正性﹂と

︵20︶

式を付与し︑未払累積分を除去するというような間接的

いう表現に言及していても︑その内容はせいぜい詐欺や

＾脆︶

な手法をとった事例が現れたのに対して︑合併に関する

不誠実があってはならないという程度であった︒

優先権の内容の変更については︑この他にも問題とな

︵羽︶︵鴉︺

会社法上の規定は会社法制定の当初から存在しており︑

った事例がある︒寄ミヨ彗事件では︑償還計画の一部

を明定した条項が現れ︑未払累積分の除去に対する絶対

を失った︒その後︑州会社法に未払累積分の除去可能性

めた判決が下されたことで既得権理論は事実上その意義

効性が争われた︒問題の定款変更は当該発行済優先株式

と普通株式一株の新株引受権﹂に変更する定款変更の有

での未払累積配当金の和﹂からコ兀本二一〇ドルの社債

として︑償遠権の内容を﹁現金一一五ドルと償還期日ま

︵別︶

株主は会社の合併並びに合併に伴う株主権の変更の可能

的禁止は明文上も採られなくなったが︑なお学説の多く

の七〇％の保有者の同意を得たものであうたが︑イリノ

︵17︶

性を認識していたとして︑そのような合併の有効性を認

は未払累積分除去は一定の﹁公正性﹂を充足する場含に

︵18︶

のみ認められるものと主張した︒この公正性の内容につ

ていない形態での強制的な株式の償還あるいは購入に当

イ州最高裁は︑当該変更は権利の変更ではなく法が認め

︵㎎︶

たるとして当該変更を違法と判断している︒

いて通説は︑優先株主が喪失する価値の見返りとして適

切な補償に相当する会社証券等が与えられているかどう

〃
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通常優先株式の基本的な権利内容はわが国と同様定款で定

︵M︶

米国では取締役会限りで配当をなすことができるので

められている︒

特に間題とされたが︑利益処分決議を株主総会に委ねるわ

︵10︶

の優先株式は︑優先配当率七％のうち五％は利益の有無に

かかわらず累稽的とされたが︑残り二％は利益のある場合

δ套︶■同事件で問題となった一︺彗く竃↓冨ヨ妻ミ社発行

にのみ累積されるものと定められていた︒

が国においても同様の問題が生じる可能性はあると恩われ
る︒けだし︑無議決権非累積的非参加優先株式の場合には︑
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議決権が復活してもせいぜい発行済株式総数の三分の一に

ったとしても︑多くの場合優先株式は普通株式に対して発

定款変更について︑定款変更決議の無効確認訴訟が提起さ

換に普通株式五株を付与するという計画を実行するための

行総数が少ないのでかかる問題の発生を阻止し得ないから
である︒

れた事例である︒
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−−＞．MOωω−︵ω仁O1O↓1−o卜o︶1

︵㎎︶

↓①M︵−oωo︶一Ω＝罧ヨ凹コくー自＝コO︸ωO①目−

⊂・ω・o・竃︵お巴︶・なお︑わが国では︑原則としては配当

言巴刃lOOj−ooo勺1NO㊤N一︵NqOマ．−o㎝−︶一〇雨﹃芦軋 S膏鼻ω︷M

︵19︶

ωδo汀㌧ミ自§窓肉ミ§ざミざs一MoくpFカoく一rピーM蜆

甲甲巨↓三き︷§軸竃−§雨きoミき︷ミぎ婁§μ

肉恥一U色．Ooコ．OO﹃P−Oξ㎝Mム心︵団︶︵ム︶．

その程度が著しいときは︑権利濫用等の法理で救済する余

可能利益がある場合にも配当を行わない自由を認めつつ︑

地があるとする見解がある︒稲葉威雄﹁優先株に関する諸

ω
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︵屋亀︶一≦go﹃零巨コξ一ωsミミ茅ミき︷§雨竃§︑き軸
5§︷δミ婁ミ＆ωδ寒ミ＆soミ︷o奮一墨カ暮o目宰ω﹁1

優先株式の評価額について︑通例優先株払込金と未払

刃耐くー宣蜆し雪ーム賓︵8ぎ︶

︵20︶

累積配当金の合計額と定められる残余財産分配優先額であ
るとするのが残余財産分配優先額基準説︑将来支払われる

はずであった毎期の配当金と未払累稽分を資本還元して割
り出す当該優先株式の投資価値とするのが投資価値理論︑

困O峯ヨ與コく

＞﹃目一〇一﹄﹃俸OO．一−一−＝． Nρ牡ω一5oz− 向−N

優先株主保護の二元性

○畠ω︵冨轟︶．

︵刎︶

三

以上のような普通株主と優先株主の利害対立の解決の

方向性を検討するに際し︑優先株主の保護システムの在

優先株主の保護システムには二種類あるように思われ

り方を明確にする必要がある︒

し︑当期優先配当額と未払累積分に優先配当率を乗じた額

未払累積配当金を更なる優先株式に再投資したものとみな

る︒一つは︑会社経営者の信認義務に代表される保護シ

oコ

Oo﹃Oo﹃凹8

向−目凹目o①一ωooo−ωooo

﹁優先株主と普通株主を区別する優先性あるいは制限

事件で︑以下のように述べている︒

︵25︶

≧一竃判事は︑﹄＆ミ告く．⁝Ω⁝9彗α＝o宥一ω二昌．

この点について︑米国デラウェア州衡平法裁判所の

これら二つの保護システムはいかなる関係にあるのか︒

ステムとも呼べるものである︒

できる︒これに対し︑前者は会社法の体系による保護シ

その内容を自己責任で選択するシステムと考えることが

ステムである︒後者は︑投資家が優先株式への投資時に

の規定及び取締役会の発行決議により定められる保護シ

ステムで︑もう一つは優先株式の発行内容を定める定款

の和を︑予想収益額で除した会社の持分が優先株主に割り
当てられるとするのがファンディング理論である︒各説の

−≦画一〇ユ巴ω

詳細については︑くミo﹃卑巨毒︸彗αξ姜画昌ω冨弐g一
o目O

︵ム暮＆二竃ω︶参照︒

〇與ωoω

︵刎︶ ＞﹃コOO−団①oす戸㌧−鳶§邑o篶呉工ooミΦ︑b︷e︷︑雨S﹄防一ム⑩

巾O﹃Oq①ωく−＜剋αωoOω巴①ωOO﹃O＝N一U9．07−MメωN＞．

ζδすー−ーカoく﹄8﹄竃−蜆o壮︵δ巴︶1
︵η︶

米国におけるこれらの議論の展開については優れた先

MO＝oo︵O汗−⑩杜ω︶．

︵23︶

﹁累積的配当優先株における優先株圭．の保護﹂ジュリスト

行研究が存在する︒比較的最近のものとして︑山下友信
六四五号︵昭五二︶八九頁︑洲崎博史﹁優先株・無議決権
三空二頁以下︒

株に関する一考察︵一︶﹂民商法雑誌九一巻三号︵昭五九︶

〃
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されている権利が︑普通株主に対する優先権ではなく︑

明示的な特定の文言によって画定される︒しかし︑主張

的に契約上のものであり︑義務の範囲は︑その契約中の

に関する事項について︑会社及び取締役の義務は︑本質

問の違法な白己取引に対しては︑優先株主も普通株主と

る権利があることは明らかである︒例えば取締役と会社

主が契約とは別の次元で普通株主と同じように有してい

とが合理的であるとしている︒しかし︑一方で︑優先株

た配当や支配の分配の趣旨を実現するように解釈するこ

︵閉︶

普通株主と等しく有する権利︵印ユoq享ωぎ﹃＆8量ξ

同様︑一定の場合にその責任を遣及することが可能であ

スであると考えられる︒

り方が二元性を有することを示唆するリーディングケー

系による規制が及ぷとするもので︑優先株主の保護の在

し︑普通株主と等しく有する権利に関しては会社法の体

社債同様︑その権利が契約法の枠内で規制されるのに対

同判決は︑優先権の内容を規定する部分については︑

則の適用の有無によって区別されるのではないかと考え

する優先株主の権利についての二つの次元は株主平等原

であると思われる︒このことから︑﹄＆≦き判決の区分

これはすなわち株主平等原則が及ぶ範囲を意味するもの

主と平等に取り扱われるこ土が求められるものであり︑

株主と等しく有する権利とは︑その権利に関して普通株

はどのようなものであるのか︒−＆冬き判決がいう普通

では一般に優先株主が普通株主と等しく有する権利と

る︒

三；；①8昌昌昌︶に関する場合には︑かかる権利の
存在及びそれに対応する義務の範囲は︑制定法上及び衡
︵26︶

これに対し︑宰巨罵︸は︑−＆≦き判決による区分

られる︒勿論︑局面によっては︑両次元の保護システム

平法 上 の 基 準 に よ っ て 画 定 さ れ る L

の暖昧さを指摘し︑配当や支配の分配を定める条項以外

が重なりあうためにより具体的な考察が必要とされるで

そして︑株主平等原則が及ぶ側面では普通株主と優先

︵30︶

︶

の優先株主と普通株主間の関係の内容は︑当事者にとっ

あろうが︑理論上はこの点から二元的な保護システムを

︵

てこれらの中核的条項の趣旨を実現するためのものであ

区分することは可能であるように思われる︒

︵η︺

り︑契約によって決められていない事象があれば︑契約

条項における間隙あるいは暖味さとして︑当事者が定め

蛎
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株主の利害関係が共通の方向性を有することから︑種類

容︑利益消却における権利内容の差異に関する定めが挙

も契約の枠組を通じて投資家の選択に供せられるもので

げられる︒これにより︑優先権の累積・非累積の別︑参

上記﹄＆峯き判決と同様の発想はわが国でも用いる

ある︒但し︑特に無議決権株式に関しては一部にその権

株主相互問での利害が対立することはないものと考えら

ことは可能ではないかと思われる︒わが国の会社法上︑

利関係について商法上の規定があり︵商法二四二条︶︑

加・非参加の別等も契約で規律される権利に合まれるこ

優先株式への投資は株式申込証や株券等に記載された事

また議決権に付随する権利の取扱について︑法律解釈上

れる︒従って︑上述したような種類株主間での利害対立

項を投資家が承諾して行われることが想定されているが︑

問題があることにも留意する必要がある︒株式等の増滅

とになり︑二で挙げたような問題はこれら契約の枠内に

そこに普通株主と等しく有する以外の権利の内容︑すな

についての格別の定め︵商法二二二条三項︶はどうか︒

が生じるのは︑かかる領域外︑すなわち契約により規律

わち株主平等原則の例外たる内容が示され︑投資家がこ

商法は︑ある種類の株主に不利益を及ぼすような格別の

存する問題と位置づけることができると考えられる︒一

れを理解し承諾するという構造があることから︑株主平

定めを種類株主総会決議を要件に是認し︵商法三四六

される領域での問題であると整理することができるであ

等原則の例外の範鴎にある権利の内容は︑特に商法で規

条︶︑多数決による株主平等原則の例外を認めているか

般に﹁属性﹂に分類される転換権の有無・議決権の有無

制されているものを除き︑優先株式投資家と発行会社問

のように見える︒しかし︑商法二二二条三項は︑株式等

ろう︒

の契約︵以下﹁優先株式契約﹂という︶により定められ

の増減の場合に︑種類株主間の形式的平等を貫こうとす

権利関係を定めるものを整理すると︑まず﹁種類﹂を構

そこでわが国の優先株式について︑優先株式契約上の

別の定めをなしうるとした規定である︒このことから︑

予め定款で定められていなくとも︑株式の種類に従い格

るとそれが却って実質的衡平に反することがあるため︑

︵31︶

るものと解することができよう︒

成する︑利益配当・建設利息・残余財産分配権の権利内

第i号
第122巻
一橋論叢
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商法三四六条の趣旨についても︑なお実質的衡平の確保
が技術的に困難である場合に︑格別の取扱による若千の

損害を種類株主総会決議の多数決による承認を条件に甘
受させようとするものであり︑正面から株主平等原則の
︵躯︶

例外を認めたものとはいえないと考えられる︒よって︑

格別の定めは︑たとえそれが予め定款で定められたとし
ても︑普通株式との差異を本質とする上述の利益配当や

議決権等に関する条項とは性質を異にするものであると
思われる︒

︵25︶﹄＆ミきく1ζO⁝9彗口＝o邑ω二目9蜆8＞．旨9ム

債−企業金融法の理論的構造−L﹃竹内昭夫先生還暦記念

零巨冨︸は契約により定められていない場合の一例

現代企業法の展開﹄︵平二︶二六三頁︒

︵30︶

と同様に扱われる理由が明らかでないと主張する︒卑邑−

として︑合併の対価の配分を挙げ︑優先株式が全ての株式

冨き餉§§昌訂ミ匝二〇︒宣−−o︒畠目﹄o︒合併時における優

きというω；創昌黛の自説に対応する主張である︒宰巨一

先株式の評価について︑残余財産分配優先額を基準とすべ

目2一㎞§§冒8竈呉曇o−杜o︒㎝︑しかし︑確かに︑優先権

根拠にはなり得ようが︑その算定については︑株式の持分

の存在は優先株主に普通株主とは異なる合併対価を与える

性を基礎にすべきであり︑優先株式が普通株式と共通の取

洲崎博史﹁優先株・無議決権株に関する一考察︵二・

扱を受ける側面があると思われる︒

参照︒

注釈会社法︵3︶株式︵1︶﹄︵昭六

完︶﹂民商法雑誌九一巻四号︵昭六〇︶五五六−五五七頁

︵31︶

§．斗㎝漫1

Oす．−ooo①︶．

︵26︶

︵U9

く−9o﹃巾コ﹄匝自oメOo尋o§膏■os＆ぎ9︑雨葛畠s〜b雨ミo︑

菅原菊志﹃新版

︵27︶

一︶三一九頁︒

︵32︶

信認義務の拡張論

上記デラウェア州判例の立場に対し︑≦8ま＝が契約

米国では︑優先株主の保護の在り方を二元的に捉える

四

§ミ§ミ吻§㌧§bs︑§§s富s︐os具昌団＝彗くー﹁．
家く．冨芦轟違−冨ξ戸↓O︵畠竃︶．
く−9o﹃団﹃自旦目①ドOos−§ミo竃︑き〜富︹ざミbsミぎOo下

わが商法において︑優先株式は一般に株主平等原則の

bo§膏卜SS一ωooω ． O 1 ﹁ ． 刃 o く ． 蜆 o P ① σ 〜 ︵ − o 〇 一 ︶ −

︵28︶

︵29︶

商法に規定されている一定の場含を除き︑種類株主問にも

により規律される領域にまで取締役の信認義務を拡張す

例外と説明されるが︑厳密には︑現行商法の解釈としても︑

株主平等原則の適用があるとされる︒神田秀樹﹁株式と社
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︵珊 ︶

契約上の権利の解釈を行うが︑社債権者など会社外部の

程で︑各種契約により定められた会社あるいは相手方の

締役が行なうことに由来する︒取締役は︑業務執行の過

摘されている︒第一点は︑優先株式契約の解釈はまゴ取

受認者︵OO⊆9胃＜︶としてアプローチすべきであると

らの主張を基に︑取締役は優先株式契約の解釈に際して︑

ていないものであるとの主張である︒ζ言幕旨はこれ

あるが︑単なる當の移転のリスクは合理的には予期され

ることについては︑優先株主の合理的な予期の範囲内で

く優先株主の投資を用いて新たな富を創造する行動を採

者との取引では︑会社と債権者は独立した存在として扱

主張する︒具体的には︑問題となっている会社の行動の

ることを主張している︒その理由としては二つの点が指

われるため︑取締役はこれらの契約を契約法の認める範

この性質は十分に保証されていない︒確かに︑優先株式

ないことにあると考えられている︒それにもかかわらず︑

優先株式を購入する主たる動機は価格下落のおそれが少

に非参加優先株式の発行事例が多い米国では︑投資家が

ある︒第二に︑優先株主の投資の性質が指摘される︒特

配当のための内部留保を理由とするかによって信認義務

るための内部留保を理由とするか︑将来の普通株式への

は︑配当を行わないという取締役会の判断が事業に用い

積的非参加優先株式の非累積条項の解釈の問題について

主の利害が対立する場面について鑑みるに︑例えば非累

は明らかにしていないが︑二で挙げた普通株主と優先株

どのような結論が導き出されるのか︒この点⁝ぎま＝

︵肪︶

囲内で狭く解釈することができるのに対し︑優先株主は

では︑このアプローチを具体的な事例に当てはめると

主たる目的が富の移転ではなく事業目的であることを取
︵帥︶
締役が立証すべきであるとする︒

は自己資本である以上危険資本性は認められるべきもの

違反の有無につき結果が異なることになり︑その目的に

＾珊︺

あくまで会社の内部者であることから︑これらの外部者

であるが︑≦8烹＝が指摘する問題は︑取締役が新た

ついては取締役側に立証責任が負わされるものと考えら

︵脳︶

との契約の解釈とは別異に扱う必要があるとの指摘で

な富︵奉塞一；︶を生み出すべく投資をなすことに伴う

れる︒また︑累積的優先株式の未払累積分の除去につい

︵鯛︺

リスクではなく︑既存の富を優先株主から普通株主へ移
転させるリスクにある︒取締役が株主の富を最大化すべ

㎎
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よる資金調達の必要性について取締役に立証責任が課さ

ては︑通常その正当化事曲として挙げられる普通株式に

れている部分がある以上︑かかる領域について︑信認義

不完全ではあるにしても︑市場による価格形成に反映さ

いては実証的な側面からの研究に依拠せざるを得ないが︑

務による保護が介入するのは適切とは思われない︒

れるという結論が推測される︒

これらのアプローチは契約法の枠組による解決とどの
説の提唱は︑信認義務による枠組は契約によるものに優

で考察し︑社債権者の保護との均衡等を考慮して契約に

部分については︑原則として契約の枠組で処理する方向

よって︑優先株主が普通株主と共通の利益をもたない

ると考えていることを前提としている︒こうした≦寸

よる枠組のみでは不適切と考えられる場合にのみ立法的

ように異なるのであろう・か︒ζまぎ＝による信認義務

○箒＝の主張は︑①信認義務は単に契約の閲隙を補うだ

解決を考察するのが妥当であると考える︒

︵39︶

︵ω︺

︵36︶

︵35︶

︵34︶

§．呉ξ⑩1

ミー黒ム9−嵩トo．

ミ．斗宣o01宣⑩

ω冨．−固毫−宝ω一宣oo−ムお︵−8①︶．

昏ミ︑9o寒sミミξ§寒§−民9ミ﹄ぎミs一2

︵33︶巨⁝彗8向1≦一〇箒＝︑︸㊦きNき轟き§巨§9き−

けでなく︑②信認義務の内容に反する契約条項は無効と
なるという効果を有することを理出とする︒①の側面に
ついては︑契約解釈の枠組でも解決できる部分と︑そう

でない部分とがあるように恩われるが︑この後者の部分
と②の点については︑伝統的な契約理論によるよりも︑

信認義務の枠組を採る場合の方が︑優先株主の保護にな
るように見える︒しかし︑これらの領域については︑富
の移転のリスクを優先株式の投資家が既に引き受けてい

§．竺ミ㎝．

︵39︶

ω§≦Fgo＝一ω§§コo訂ωω與；睾

任を問うという構成になると思われる︒

締役会の株主総会への利益処分案提出について取締役に責

上述の公正性の議論における団8葦の見解に類似し

︵38︶

︵37︶

ると考えられる点もあるため︑このリスクの引受の対価

た結論である︒ω§吻§§昌8曽．わが国の場合には取

︵刎︶

である発行価格及ぴ優先配当率への反快を考慮しない限
りは︑優先株主が保護を受けていないとは容易に判断で
きるものではないであろう︒優先株式市場の効率性につ
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︵40︶

ω§註．9ξoo．

︵刎︶ 宛一﹄︷す①︷O﹃α ︸ O凹目一〇σ而＝一﹄﹃．一〇〇さO§膏 ︑︷乱SgSミ

ま§膏−Sさ﹁き雨ぎ睾O§ §O§ユSS向§一墨ヨ與1ωけd−
ピ︑家く．塞ピ㎝o︒ω︵−8①︶︑O凹眉昌①＝は︑償還株式について︑

ているとされるのかは具体的な局面で考察せざるを得な

いが︑例として︑優先配当金額の上限の定め．があまりに
＾犯︶

も不合理でおよそ上限として評価できないような場合︑

著しく高く設定することにより︑議決権復活時の会社運

無議決権優先株式の発行価額を既存株式の時価に比して

株主から普通株主への當の移転であるとし︑その上で︑経

市中金利の下落時における発行会社の償還権行使は︑優先

営に対する菱言権が一株当たりの拠出資本額に照らして

優先株式契約解釈の問題

とから︑特に発行会社と投資家問の認識が合致しない場

優先株式契約の申込は一方的になされるものであるこ

2

不平等になる場合等が挙げられている︒

＾μ︶

営者が償還権の行使を差し控えることが求められていない

のは︑優先株主が契約によって償遇のリスクを負担し︑そ

優先株式契約による利害調整

れに対応する対価を支払われているからであると述べてい
る︒

五

先に述べたように種類・属性等の優先権の内容につい

においてはこの点に留意する必要があるものと思われる︒

当率に反映されているものと考えられることから︑解釈

たように一定のリスクは引き受けられ発行価格や優先配

合がありうることが問題になると考えられる︒先に述ぺ

ては契約による規律に服するものと考えられるが︑言う

なお︑契約法上の情報提供義務の再考と非良心性等の新

優先株式契約の限界

までもなく︑この優先株式契約は何を定めるのも自由と

1

は一般に解されていない︒特に︑株主のいわゆる﹁固有

察する上で︑参考となるところであるが︑契約法上の一

見解は︑市場の効率性の促進とその限界への対応策を考

︵蝸︺

しい契約理論に依拠することを提唱する胃邑完＜の

自治の限界を超えており︑定款の定めや種類株主総会決

般的な理論との整合性の側面からも考察する必要がある

権﹂が侵害されるような合理的でない利害調整は︑私的

の無効確認の訴え等によってこれを攻撃することができ

議があってもなおその違法性を主張でき︑定款変更決議

ため︑今後の検討課題としたい︒

︵棚︶

るとされている︒いかなる場合に私的自治の限界を超え
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3

優先株式契約の変更における問題点

優先株式契約の変更については︑種類株主問の利害調

する︵商法＝二九条︶︑決議の有効要件として裁判所の

会決議による優先株式契約の変更の可能性は︑契約の中

総会制度の利用で十分であるとする兄解は︑種類株主総

優先株式契約の変更について︑従前のように種類株主

に︑優先株式契約の変更が普通株主として利益になるな

優先株式の三分の二以上を普通株主が保有している場合

類株主総会決議取消の訴えが考えられる︒特に︑発行済

少数派優先株主の保護の方法としては︑まず第一に種

認可を要求する︵商法三二七条一項︶等の制度によって︑
＾〃︶
多数決決議の公正性確保を図っているものと考えられる︒

に黙示されているものであり︑優先株主はこの点を予め

らぱ︑優先株主にとづて不利益な種類株主総会決議がた

整制度として︑種類株主総会制度が定められているが︑

考慮に入れて投資を行っているのであるから︑変更のリ

やすく成立してしまう可能性がある︒この場合には︑こ

この点との均衡においても少数派優先株主の保護を論ず

スクも引き受けられているものと主張する︒しかし︑こ

れらの多数派優先株主を商法二四七条一項三号の﹁特別

前述した未払累積分除去の間題は︑種類株主総会制度の

の点︑零巨富＜は︑たとえ優先株式契約が種類株主の

利害関係株主﹂として︑種類株主総会決議を取消すこと

る必要があると思われる︒

多数決による未払累積分の除去の可能性を明示的に定め

種類株主総会決議取消の訴えはさほど有効に働︒かない可

限界を示している︒

たとしても︑そうした契約の特徴は当該株式の購入時に
︵蝸︶
投資家に着目されることは希であると主張する︒この指

能性もある︒

唆するものであろう︒また︑同じく契約の枠組で規律さ

よる少数派優先株主の保護の在り方を再考する余地を示

未払累積分の除去についての議論も一定の補償を要求す

れたような公正性の基準が挙げられる︒わが国における

第二に︑米国において未払累積分除去の事例で主張さ

も考えられよう︒しかし︑かかる特殊な場面を除いては︑

摘は︑優先株式契約の変更が多数決原理に服することに

れる社債の場合にも︑社債権者集会制度により多数決原

る立場が多い︒また︑米国では未払累積分除去以外の基

＾蝸︶

理が導入されているが︑社債権者集会の決議事項を限定
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本的な優先権の変更についても︑同様に公正性の基準を
︵犯︶

課すぺきであるとする見解が見られる︒公正性の内容に

制度の存在自体が少数派優先株主の保護に資するのでは
ないかと考えられる︒

︵42︶

ついて上記通説のような立場をとれば︑一定の補償を伴

わない優先株主による優先権の単なる放棄を多数決で決

社法補完平成二年改正﹄︵平四︶ 一五四頁︑﹁座談会・優

植村啓治郎﹁優先株式による資金調達﹂法学教室二二

稲葉・前掲注︵11︶七四七頁︒

うに恩われる︒

め︑その主張の正当性についてはなお検討が必要であるよ

れらの見解について具体的な検討には踏み込んでいないた

明している︒ミ︑算3−コ■；o．しかし︑零一巨冨︸は︑こ

ない行為あるいは条項の執行を無効とするものであると説

あるいは自曲でかつ十分な情報に基づいた同意をなしてい

︵害O彗まま︶﹂当薯者が︑合理的に期待していなかった︑

た︑非良心性の概念については︑﹁依存的な

せることが求められると述べている︒ミ﹄；竃コ・冨蜆・ま

められていない投資家の保護条項を公募証券保有者に知ら

信義則上︑私募証券には定められているが公募証券には定

性を示唆している︒情報提供義務については︑発行会社は

債・優先株式の双方に対してこれらの契約理論の適用可能

︵蛎︶卑巨烏き吻§§；冨轟與↓塞〒①竃−零巨冨︸は︑社

︵44︶

三号︵平三︶二一−二二頁︒

︵43︶

改正3﹄︵平四︶一〇三頁神田発言︒

先株制度の立法論的検討﹂﹃優先株制度・企業金融と商法

稲葉・前掲注︵H︶七四九頁︑山下友信﹃新版注釈会

定することはできないこととなる︒

多数決による優先権の放棄等も認めるぺきであるとす
るならば︑第三に買取請求権という保護方法が考えられ

る︒そもそも︑優先株式の優先性という性質は︑優先株
＾50︶

式投資の主たるインセンティブとなった投資要素である
︵引︶

と考えられ︑この優先権の変更は投資の基本的性質の変
更に当たるものと考えられる︒現行商法上認められてい

る含併等における買取請求権が︑投資の対象の重大な変

更を根拠とするものであるならば︑均衡上︑優先権の変
更の場合にも買取請求権制度を導入することの立法的な
考察の余地があるのではないだろうか︒実際に米国・カ
︵52︶

ナダ等では株主の権利の変更について買取請求権を認め
ている立法例が散見される︒無論︑買取請求権制度につ

いては︑現在でも様々な批判がなされているところでは

あるが︑同制度の存在は経営者に優先株主を公正に取り
︵53︺

扱うインセンティブをもたらすことが指摘されており︑
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︵46︶

但し︑かかる社債権者集会の規制方法については近時

宰邑畠ぎ︸ § § 昌 訂 冨 算 卜 ㎝ o 1

九九巻二号︵昭五七︶二四八−二四九頁参照︒学説でも買

﹁資本多数決と株主間の利害調整︵五・完︶﹂法学協会雑誌

取請求権制度による救済を主張する見解が散見され︑特に

︵47︶

異論も唱えられている︒藤困友敬﹁社債権者集会と多数決

ω8く彗ωは︑買取請求権制度自体を批判しながらも︑優先

権の変更における買取請求権には肯定的な見解を示してい

現代企

による社債の内容の変更﹂﹃鴻常夫先生古稀記念
業立法の軌跡と展望﹄︵平七︶二三八頁以下参照︒

ダの買取請求権制度については︑川島いづみ﹁カナダ法に

る︒ω8く①目ω一〇目Oo﹃oo轟戊o目閉蜆旨︵MO①P−㊤加o︶1カナ

山下・前掲注︵23︶九六頁︑大杉謙一﹁優先株式の法

おける優先株主の保護﹂﹃小室金之助教授還暦記念現代企

的問題﹂﹃鴻常夫先生古稀記念現代企業立法の軌跡と展
望﹄︵平七︶四四頁等参照︒山下教授は著しく不公正な未

業法の諸間題﹄︵平八︶一〇七頁以下参照︒

︵48︶

払累積分の除去ないし制限は種類株主総会決議の無効原因

︵冊︶ ω3邑o﹃L§§昌宕9由二寄べ−

結びに代えて

囲及ぴ保護の方法を合め︑なお一層の考察が必要になる

害関係者の保護システムについては︑その保護すべき範

ないことを示唆するものといえよう︒株主以外の会社利

むしろかかる義務の履行を求めるのは必ずしも容易では

義務を課すことは可能であるとする見解は支持し得ず︑

もって会社経営者に複数の利害関係者の利害を調整する

れる︒このことは︑優先株主に対する信認義務の存在を

両者の利害の調整を図る義務を負うものではないと思わ

則として契約の枠組においてなされ︑会社経営者は随時

以上より︑普通株主と優先株主の利害対立の調整は原

六

となるぺきとし︑犬杉助教授は合理的な補償を欠く未払累
積分の除去は︑二四七条一項三号に準じて種類株主総会決
議の取消事由となると主張している︒
︵49︶ ＞﹃目o01︸①oす戸Oぎ畠竃鷺︸︷ミ︑き雨き︸⑮︑Φ貧㎞♀Oざ吻餉雨蜆

§9轟o§甘§﹄sミ﹄§弐轟完＆雨§浸︸§一卜鳶ミ§弐o彗

呉婁8§oミ雨；ξooso§−耐oぎミミ﹄§§軋§§旨完6−

S茗巨ω S㌃︸轟︑富S︑ミo竈︸吻︷o昌芦ω①OO﹃目o＝−．OーガM01蜆o

︵冨9︶ーなお︑宰巨昌︸L§§；8−O〜：O↓P蜆ω．

︵50︶Zo8﹄望§き邑呉きぎ塞吻さ︑Oo§鴬書き轟ぎ−

昏ミ軌ωぎ§ぎミ雨；ぎ9§o§膏完s§§蒜ミぎ奮一ωω
⊂−OプーF．刃①くIoメーoo−−o−︵−o①蜆︶．

︵51︶宕雰﹃ξω．ω訂昌一〇﹃！§s奏Φ§ぎぎ§§§亀き雨

薫§︑望o寒ooミ§o︑﹄ぎ§§§包sぎ盲竃−さ﹃
完さ§一〇〇與﹃αONO﹁．宛①く．−ωω9−ω蜆㎝︵−ooooo︶1

米国で株主の権利の変更における買取請求権を認めて

いる州は︑ニュー・ヨーク州など＝一州に上る︒神田秀樹

︵52︶
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ところであるが
つの方向性を示してい

本稿で示した優先株主と普通株主の利

害調整の在り方の検討は︑その一
ると考える︒

一一妊緒毒話一日議一

︵一橋大学大学院博士過程︶

︵目本学術振興会特別研究員︶
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