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Ⅰ. はじめに 

 

平成 23 年 12 月 7 日に「会社法制の見直しに関する中間試案」（以下「中間試案」とい

います。）が公表された後、平成 24 年 9月 7日に開催された法制審議会第 167 回会議に

おいて採択された「会社法制の見直しに関する要綱」（以下「要綱」といいます。）に基

づき改正法案の立案作業が進められ、平成 25 年 11 月 29 日に、「会社法の一部を改正す

る法律案」（以下「会社法改正法案」といいます。）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」が閣議決定され、第 185 回国会（臨時

国会）に提出されました（閣法第 22 号及び第 23 号）。 

会社法改正法案による改正事項については、大要、(i)「企業統治の在り方」（①取締

役会の監督機能、②会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定、③資金調達に関

する規律）、(ii)「親子会社に関する規律」（①親会社株主の保護等、②キャッシュ・ア

ウト、③組織再編における株式買取請求等、④組織再編等の差止請求、⑤会社分割等に

おける債権者の保護）、(iii)「その他」（①株主名簿等の閲覧等の請求の拒絶事由、②

その他）1と多岐に亘っていますが、本稿においては、キャピタル・マーケッツの実務

に特に影響を及ぼしうる資金調達に関する規律（上記(i)③）について解説を加え、必

要に応じて留意点について言及いたします2。 

 

                               
1 なお、要綱においては、金融商品取引法上の規制に違反した者による議決権行使の差止請求制度を採用

することが検討されていましたが、会社法改正法案では採用されていません。 
2 以下、条文番号に関しては、会社法改正案による改正後の会社法については「改正後会社法」、改正前

の会社法については「会社法」といいます。 
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Ⅱ. 支配株主の異動を伴う募集株式の発行等 

 

1．公開会社における募集株式の割当て等の特則（改正後会社法第 206

条の 2） 

 

(1) 規制の概要 

 現行の会社法上、公開会社が募集株式の発行等を行う場合、授権株式数の範囲内であ

れば、払込金額が引受人に「特に有利な金額」である場合（有利発行）に該当しない限

り、取締役会決議により募集事項を定めることができるとされています（会社法第 201

条第 1 項・第 199 条第 1 項・第 2 項）3。また、公開会社は、募集株式の発行等に際し

て、払込期日（又は払込期間の初日）の 2週間前までに、株主に対して募集事項を通知

又は公告する必要がありますが（会社法第 201 条第 3 項・第 4 項）、引受人に関する事

項については通知や公告等を行うことは要求されていません4。 

 しかしながら、会社支配権の所在は経営者ではなく株主が決定するべきであって、会

社支配権の移転を生じるような大規模な第三者割当による新株発行は株主総会による

承認を必要とすべきではないかという批判が以前からなされていました5。 

 これを受けて、会社法改正案においては、公開会社における募集株式の割当て等の結

果、引受人（その子会社等6を含みます。）が総株主の議決権7の過半数を有することとな

る場合には、以下の手続を要することとされました。 

 

(i) 株主に対して、払込期日（払込期間を定めた場合はその初日）の 2週間前までに、

以下の引受人関連事項について事前の通知又は公告を行うこと（改正後会社法第 206

条の 2第 1項～第 3項） 

引受人の氏名又は名称及び住所 

引受人がその引き受けた募集株式の株主となった場合に有することとなる議決権8

の数 

                               
3 なお、金融商品取引法や各金融商品取引所においても種々の規制が設けられており、一例としては、東

京証券取引所（以下「東証」といいます。）の規則上、①希釈化率が 25％以上となるとき、又は②支配株

主が移動することとなるときには、経営者から独立した第三者委員会等からの客観的な意見の入手又は

株主総会の決議等による株主の意思確認を求めることが要求されています（東証有価証券上場規程 432

条、東証有価証券上場規程施行規則 435 条の 2）。 
4 他方、他の法令・規則等に基づき、引受人に関する一定の情報開示を行うことが求められる場合があり

ます。例えば、有価証券届出書においては、引受人や割当予定先の情報開示を行うことが求められてお

り（企業内容等の開示に関する内閣府令 第二号様式第一部【証券情報】第 1【募集要項】3【株式の引

受け】等）、また、募集株式の第三者割当ての決定に係る適時開示においては、割当予定先の概要を記載

することが求められています（東京証券取引所会社情報適時開示ガイドブック（2013 年 9 月版）66 頁）。 
5 岩原紳作「「会社法制の見直しに関する要綱案」の解説〔Ⅱ〕」旬刊商事法務 1976 号（2012）6 頁。 
6 「子会社等」とは、(i)子会社、(ii)会社以外の者がその経営を支配している法人として法務省令で定

めるもの、のいずれかに該当する者をいいます（改正後会社法第 2条第 3号の 2）。 
7 当該議決権に関して、取得請求権付株式や取得条項付株式については、その取得対価として交付される

株式に係る議決権は対象とならないと解されています（会社法制部会第 19 回会議資料 21 16 頁）。 
8 前掲注 7.と同様、取得請求権付株式や取得条項付株式の取得対価として交付される株式に係る議決権

は対象とならないと解されます。 
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その他の法務省令で定める事項 

 この点については、具体的にどのような事項が法務省令で定められるか現時点では

明らかになっていませんが、中間試案においては、以下の事項が通知・公告事項とし

て提案されています9。 

ア 当該募集株式の発行等に際して当該引受人に割り当てられる募集株式に係る

議決権の数 

イ 当該募集株式の発行等についての取締役会の判断の内容 

ウ 社外取締役を置く会社において、イの事項についての社外取締役の意見が取締

役会の判断の内容と異なる場合には、当該意見 

エ 当該募集株式の発行等についての監査役又は監査委員会の意見 

 

 但し、親会社等10への割当て等及び株主割当ての場合には、当該通知及び公告は不要

とされています（同条第 1項但書）。 

 また、当該引受人関連事項の通知又は公告については、募集事項の通知又は公告の場

合と同様に、有価証券届出書等により代替することが認められています（同条第 206 条

の 2第 3項）。 

 

(ii) 上記(i)の通知又は公告の日から2週間以内に総株主の議決権の10分の 1以上を

有する株主が反対通知をした場合は、払込期日等の前日までに株主総会の決議（普

通決議）により、当該引受人に対する募集株式の割当て又は当該特定引受人との間

の総数引受契約の承認11を得ること（改正後会社法第 206 条の 2第 4項・第 5項） 

 

 但し、公開会社の財産の状況が著しく悪化している場合において、当該公開会社の事

業の継続のため緊急の必要があるときには、当該承認は不要とされています（同条第 4

項但書）。 

 

(2) 留意点 

① 引受人が複数の場合の取扱い 

 当該募集株式の割当て等が複数の引受人に対するものであった場合、議決権の過半数

を有することとなるか否かは、引受人毎に個別に判断するのか、又は引受人全体で判断

するのかが問題となります（例えば、A に 3 割、B に 3 割を割り当てる第三者割当てを

実施した場合）。 

 この点、引受人の一方が他の引受人の子会社等に該当する場合、親会社等に当たる引

受人の議決権数の判断においては、子会社等に当たる引受人の議決権数が合算されるこ

とは条文上明記されています（例えば、B が A の子会社等に該当する場合には、A の議

                               
9 中間試案第 1部第 3の①(2)（注 1）。 
10 「親会社等」とは、(i)親会社又は(ii)株式会社の経営を支配している者（法人であるものを除く。）

として法務省令で定めるもの、のいずれかに該当する者をいいます（改正後会社法第 2条第 4号の 2）。 
11 募集事項についての承認までは不要です。 
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決権数の判断において、Bの議決権数が合算されます。）。 

 他方、引受人間にかかる関係がない場合、会社法制部会会議における議論では、この

規制は、引受人に支配権が移転することに着目した規定であり、原則としては、引受人

毎に個別に議決権数を判断することを想定しているとされています12。但し、1 名の引

受人が形式的にエンティティを 2 つに分けて引受けをするといった脱法的な場合には、

実態としては引受人は 1名であるとして、全体で判断するという解釈もあり得る旨も指

摘されているため13、 終的には、複数の引受人間の関係を実質的に捉えて議決権数が

判断されることになると思われます。 

 

② 公募における手続の要否等 

 株主に対する引受人関連事項の通知又は公告は、親会社等への割当て等及び株主割当

ての場合には不要であるとされている一方、公募増資については適用除外とはされてい

ません。そのため、通常の公募案件では基本的には想定されないものの、公募増資の際

に、引受証券会社が買取引受けやオーバーアロットメントに伴う第三者割当ての引受け

を行ったことにより総株主の議決権の過半数を有することとなる場合には、上記手続を

経なければならないこととなる点に留意を要します。 

 

③ 反対通知により株主総会決議が必要となった場合の対応 

 公開会社が募集株式の第三者割当てを実施する場合のスケジュールについては、会社

法及び金融商品取引法上の 短期間である取締役会決議日（＝有価証券届出書等の提出

日）から中 14 日又は中 15 日後に払込期日を設定することが実務上多いと思われます。

しかし、かかるスケジュールでは、仮に反対通知がなされた場合に、特に上場会社にお

いては、払込期日の前日までに株主総会決議による引受人に対する募集株式の割当て又

は特定引受人との間の総数引受契約の承認を得ることは現実的に不可能であり、 初か

ら手続をやり直さなければならなくなるリスクがあります。 

 この点、かかる株主総会決議による承認については、10 分の 1以上の反対通知が集ま

るのを待たずに、それがあった場合に備えて事前に任意に得ておくことは妨げられない

と考えられています14。 

 そのため、会社法改正後、公開会社が、引受人が総株主の議決権の過半数を有するこ

ととなる募集株式の第三者割当てを実施する場合には、手続をやり直さなければならな

くなるリスクを回避するため、原則として、(i)予め株主総会決議による承認を任意に

得た上で手続を進めるか、又は(ii)10 分の 1以上の反対通知があった場合に株主総会を

開催できるよう、余裕をもったスケジュールで払込期日を設定することになると思われ

ます。 

 

④ 適用除外規定における必要性・緊急性の判断基準 

                               
12 会社法制部会第 21 回会議議事録 39 頁[内田修平関係官説明]。 
13 会社法制部会第 21 回会議議事録 40 頁[内田修平関係官説明]。 
14 会社法制部会第 21 回会議議事録 41 頁[内田修平関係官説明]。 
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 総株主の議決権の 10 分の 1 以上を有する株主が反対通知をした場合であっても、「公

開会社の財産の状況が著しく悪化している場合において、当該公開会社の事業の継続の

ため緊急の必要があるとき」は、株主総会決議による承認を得ずに募集株式の発行等を

行うことが可能とされています（改正後会社法 206 条の 2第 4項但書）。 

 かかる適用除外規定の要件については、現行の会社法や他の法令に同様の文言が存在

しないことから、どのような場合に当該要件が充足されることになるか、必ずしも明確

ではありません。この点に関しては、会社法制部会会議において、「当該要件における

必要性及び緊急性については、会社がそれがあると主張している資金調達計画を前提に

して、それに照らすと資金調達が必要であるというのではなく、本当に会社の存立がこ

の資金調達をしないと阻まれてしまい、そのときに株主総会決議を採っていては間に合

わないという形での必要性及び緊急性をいう」旨の意見も出されているように15、適用

場面は相当限定的に解される可能性があると考えられます。 

 当該要件の判断基準について過度に限定的な運用がなされた場合には、実際に会社存

立のために資金調達を必要としているにもかかわらず適用除外規定が利用できず、機動

的な資金調達が不当に阻害されるおそれがあることは否定できないため、会社法改正後

は、社会における資金調達ニーズを反映した適切な運用がなされることが期待されます。 

 

2．公開会社における募集新株予約権の割当て等の特則（改正後会社法

第 244 条の 2） 

 

(1) 規制の概要 

 現行法上、公開会社が募集新株予約権の発行等を行う場合にも、有利発行に該当しな

い限り取締役会決議により募集事項を定めることができ（会社法第 240 条第 1項・第 238

条第 1 項・第 2 項）、また、引受人に関する事項については事前に通知や公告等を行う

ことは要求されていません。 

 もっとも、募集株式の発行等に係る上記の批判は募集新株予約権の発行等にも妥当す

ることから、募集株式の発行等と同様、公開会社における募集新株予約権の割当て等の

結果、引受人（その子会社等を含みます。）が総株主の議決権の過半数を有することと

なる場合（その算定方法については、下記(2)②参照）には、(i)株主に対する引受人関

連事項についての事前の通知又は公告（改正後会社法第 244 条の 2 第 1 項～第 3 項）、

及び(ii)総株主の議決権の 10 分の 1 以上を有する株主が反対通知をした場合は、割当

日の前日までに株主総会の決議（普通決議）による承認を得る（同法第 244 条の 2 第 4

項・第 5項）という手続を経ることが必要とされました。 

 なお、適用除外規定についても、募集株式の発行等の場合と同様の規定が設けられて

います。 

 

 

                               
15 会社法制部会第 19 回会議議事録 50 頁[田中亘幹事説明] 
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(2) 留意点 

① 新株予約権無償割当ての場合の取扱い 

 現行法上、新株予約権の割当方法については、第三者割当て・公募（会社法第 238 条）

及び株主割当て（同法第 241 条）16に加えて、新株予約権無償割当て（同法第 277 条）

がありますが、新株予約権無償割当てを実施する場合、上記手続を経なければならない

かが問題となります。 

 この点、改正後会社法第 244 条の 2 第 1 項において、「引受人」は募集新株予約権の

割当てを受けた申込者又は総数引受契約により募集新株予約権の総数を引き受けた者

をいうとされているところ、新株予約権無償割当ての場合、割当ての申込み又は総数引

受契約の締結は行われないことから、新株予約権無償割当てにより新株予約権の割当て

を受ける者は「引受人」に該当しないこととなります。 

 そのため、新株予約権無償割当てを実施する場合には、上記手続を経ることは不要と

考えられます。 

 

② 総株主の議決権の過半数の算定方法 

 新株予約権には議決権がないため、上記手続の要否の基準となる総株主の議決権の過

半数の計算方法については、募集株式の発行等の場合と異なる点に留意が必要です。具

体的な計算式は以下のとおりです（改正後会社法第 244 条の 2第 1項）。 

 

(i) 当該引受人（その子会社等を含

む。）がその引き受けた募集新株

予約権に係る「交付株式」の株

主となった場合に有することと

なる も多い議決権の数 

÷ 

(ii) (i)の場合における も多い

総株主の議決権の数 

 

 まず、(i)について、「交付株式」とは、募集新株予約権の目的である株式、取得条項

付新株予約権の取得条項発動の対価として交付される株式その他新株予約権の新株予

約権者が交付を受ける株式として法務省令で定める株式をいうとされています（同条第

2 項）。これらの株式に係る議決権のうち も多い数が(i)となります。「 も多い」とい

う要件については、会社法制部会会議では、「例えば、募集新株予約権に株式を対価と

する取得条項が付されている場合には、新株予約権の行使によって交付される株式と、

取得条項による取得の対価として交付される株式の、二通りの交付株式があるというこ

とになります。このように、一つの新株予約権について交付株式が複数存する場合には、

その複数の交付株式が交付された場合をそれぞれ想定しまして、その結果引受人が有す

ることとなる議決権数の 大値を基礎として、規律の対象となるかどうかが決せられ

る」と説明されています17。また、新株予約権には、通常、希薄化防止条項が定められ

                               
16 募集株式の発行等について株主割当ての場合が適用除外とされている（上記 1．(1)参照）ことと同様、

新株予約権の株主割当ても当該規制の適用除外とされています（改正後会社法第244条の2第1項但書）。 
17 会社法制部会第 21 回会議議事録 34 頁[内田修平関係官説明]。 
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ており、さらに行使価額修正条項や、目的となる株式の数が算式によって定まる場合も

ありますが、具体的な計算方法については、法務省令に委ねられることになります。 

 他方、(ii)については、既発行の株式に係る議決権の総数と、当該引受人が割当て等

を受けた募集新株予約権の「交付株式」に係る議決権の 大数の合計となります。他の

引受人がその引き受けた募集新株予約権に係る議決権については、(ii)の議決権には含

まれないことが想定されています18。 

 

Ⅲ. 仮装払込みによる募集株式の発行等（改正後会社法第 213 条の 2・

第 213 条の 3等） 

 

 本制度は、募集株式の発行等において払込みを仮装して株式を発行するいわゆる見せ

金による払込みの問題について、明文で手当てをするものです。 

 近年、平成 17 年会社法により払込金保管証明の制度が発起設立や新株発行の場面で

廃止されたこともあり、会社が経営者の関係者等に第三者割当てによる新株発行を行い、

新株発行に係る開示や登記等を完了した後直ちに入金した払込金を引き出し、当該新株

を市場で売却して利益を得るといった、不公正ファイナンスの事件が度々起こっていま

した19。この点、募集株式の発行等に際して見せ金による払込みがなされた場合、既存

株主から仮装払込みを行った者に対する価値の移転が生ずるおそれがあるにもかかわ

らず、現行法上の規律による救済では必ずしも十分ではないと指摘がなされていました

20。 

 かかる指摘を受けて、会社法改正案においては、仮装払込みによる募集株式の発行等

に関して、以下の手当てがなされることとなりました。 

① 募集株式の払込みを仮装した引受人は、仮装した払込金額の全額（現物出資の場合、

仮装した現物出資財産の給付（会社が金銭の支払を請求した場合は現物出資財産の価

額相当額））の支払義務を負う（改正後会社法第 213 条の 2第 1項）。この義務を免除

するには総株主の同意が必要となる（同条第 2項）。 

② 会社側で仮装に関与した取締役等も同様の支払義務を負う。当該取締役等は、出資

の履行を仮装した者を除き、その職務を行うことについて注意を怠らなかったことを

証明すれば免責される（同法第 213 条の 3第 1項）。 

③ 募集株式の引受人は、これらの義務が履行された後でなければ、出資の履行を仮装

した募集株式について株主の権利を行使することができない（同法第 209 条 2 項）。 

  他方、当該募集株式の譲受人は、悪意又は重過失がある場合を除き、株主の権利を

行使することができる（同条第 3項）。 

④ 設立時発行株式の発行や募集新株予約権の発行・行使についても同様の仮装払込み

に関する規定が設けられている（改正後会社法第 52 条の 2、第 102 条第 3 項・第 4

項、第 102 条の 2、第 282 条第 2 項・第 3項、第 286 条の 2 等）。 

                               
18 会社法制部会第 21 回会議議事録 34 頁[内田修平関係官説明]。 
19 岩原紳作「総論－会社法制見直しの経緯と意義」ジュリスト 1439 号（2012）18 頁以下。 
20 会社法制部会第 10 回会議資料 10 9 頁。 



 

 
 
 

 
CAPITAL MARKETS BULLETIN 

 

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げます。 

© 2014 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 
 
 

 

Ⅳ. 新株予約権無償割当てに関する割当通知（改正後会社法第 279 条） 

 

 現行法上、会社が新株予約権無償割当て（会社法第 277 条）を行う場合には、割当通

知（新株予約権の内容及び数の通知）を行ってから 2週間を待たないと新株予約権の行

使期間を開始することができません（同法第 279 条第 2 項）。 

 かかる制度は、近時普及しつつある新株予約権無償割当てを用いた資金調達方法（ラ

イツ・オファリング）に係るファイナンス期間を長期化させる一因となっており、期間

短縮を実現するため、割当通知制度の見直しが求められていました。 

 そこで、会社法改正案においては、割当通知の時期について、新株予約権無償割当て

の効力発生日後遅滞なく行い、かつ、新株予約権の行使期間の末日が当該割当通知の日

から 2週間を経過する日以後に到来すればよいこととされました（改正後会社法第 279

条第 2項・第 3項）21。 

 かかる改正により、割当通知の到達を待たずして新株予約権の行使期間が開始するス

ケジューリングが可能となるため、ファイナンス期間の長期化は一定程度軽減されるこ

ととなります。もっとも、当該改正後も割当通知の到達から 2週間を経過するまでは行

使期間を終了することができないという制約は残ります。 

 

Ⅴ. 経過措置 

 

 以上の資金調達に関する規律については、以下のとおり、経過措置が定められていま

す。 

① 施行日前に募集事項の決定があった場合におけるその募集株式・募集新株予約権に

ついては、上記Ⅱの規制（公開会社における募集株式の割当て等の特則（改正後会社

法第 206 条の 2）及び公開会社における募集新株予約権の割当て等の特則（改正後会

社法第 244 条の 2））は、適用しない（改正後会社法附則第 12 条、第 13 条第 1項） 

② 施行日前に募集事項の決定があった場合におけるその募集株式・募集新株予約権、

施行日前に認証を受けた定款に係る株主総会の設立に際して発行する設立時発行株

式等については、上記Ⅲの規制（仮装払込みによる募集株式の発行等（改正後会社法

第 213 条の 2・第 213 条の 3 等））は、適用しない（改正後会社法附則第 6 条、第 12

条、第 13 条第 1項・第 2 項、第 14 条）。 

③ 施行日前に新株予約権無償割当てに関する事項の決定があった場合におけるその

新株予約権無償割当てについては、上記Ⅳの規制（新株予約権無償割当てに関する割

当通知（改正後会社法第 279 条））は適用されず、なお従前の例による（改正後会社

法附則第 14 条）。 

 

                               
21 なお、行使期間の末日が割当通知の日から 2週間を経過する日前に到来した場合には、行使期間は割

当通知の日から 2週間を経過する日まで延長されたものとみなされることとなります（改正後会社法第

279 条第 3項）。 
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VI. おわりに 

 

 会社法改正に係る今後のスケジュールとしては、平成 26 年の通常国会で会社法改正

案の成立が見込まれており、その施行期日については、その公布の日から起算して 1年

6 月を超えない範囲において政令で定める日とされています（改正後会社法附則 1条）。 

 上記資金調達に関する規律には、公開会社、金融商品取引業者その他市場関係者の皆

様にとって重要な内容が含まれており、その概要をご理解いただく上で本稿が一助とな

れば幸いです。 

 

 

近の法令改正等の状況 

 

 2014 年 1 月 24 日、金融庁より、「平成 25 年金融商品取引法等の一部改正（１年以

内施行）に伴う関係政令の整備に関する政令案に対するパブリックコメントの結果

等について」が公表されました。インサイダー取引規制に係る情報伝達・取引推奨

行為を行った者に対する課徴金額の計算に必要な項目の規定等について、改正案が

確定しています。政令は同年 4月 1日から施行されることとなります。 

 

 2013 年 9 月 12 日、金融庁より、インサイダー取引に係る情報伝達・取引推奨規制

（金商法第 167 条の 2）に関する Q&A（全 7 問）が公表されました。 
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