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2021 年 1 月号（Vol.49） 

 

アクティビストによる既発行の新株予約権等の行使に対する 

差止仮処分の申立てを却下した決定と 

エクイティ・ファイナンスへの実務上の影響（速報） 

 

Ⅰ．はじめに 

Ⅱ．新株予約権等の行使による株式発行に対する差止め 

Ⅲ．有利発行 

Ⅳ．不公正発行 

Ⅴ．エクイティ・ファイナンスへの実務上の影響 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ．はじめに 

 

第三者割当により割り当てられた新株予約権及び新株予約権付社債（以下、「新株予

約権等」といいます。）について、その行使・転換による株式発行の差止めを求める仮処

分の申立て（以下「本申立て」といいます。）に対し、これを却下する決定（以下、「本

決定」といいます。）が昨年末になされました。 

本事案では、発行会社の株主であり、自らが推薦した取締役の選任によって発行会社

の支配権を握ったいわゆるアクティビストが、発行会社に対して、新株予約権等の発行

から半年以上経過した時点（割当てからは 6 か月以内）で本申立てを行いました。それ

に対して、支配権を握られている発行会社は、本申立てを全面的に認めました。 

そこで、本新株予約権等の保有者（以下「本投資家」といいます。）は、自らの権利を

保全するために、アクティビスト株主と発行会社の間の本申立てに係る民事保全手続に

独立当事者参加の申出を行い（民事保全法 7 条が準用する民事訴訟法 47 条 1 項前段）、

アクティビスト株主の主張を全面的に争った結果、本申立ては却下されました。 

本決定は、既発行の新株予約権等の行使による株式の発行の差止めが法令上認められ

るか、新株予約権等の発行が有利発行又は不公正発行といえるか等の争点について、詳

細な判断を示しました。本決定の判示事項はエクイティ・ファイナンスの実務において

も極めて重要な論点であるため、本ニュースレターでは、本投資家の訴訟代理人を務め

た立場から、論点を概説するとともに、実務上の留意点についても紹介します。 

森・濱田松本法律事務所 
 

弁護士 鈴木 克昌 

TEL. 03 6212 8327 
katsumasa.suzuki@mhm-global.com 
 

弁護士 稲生 隆浩 

TEL. 03 5220 1857 
takahiro.inou@mhm-global.com 
 

弁護士 川端 健太 

TEL. 03-6266-8743 
kenta.kawabata@mhm-global.com 
 

弁護士 石橋 誠之 

TEL. 03-6266-8905 
masayuki.ishibashi@mhm-global.com 
 

弁護士 南田 航太郎 
 

弁護士 片山 和紀 
 

弁護士 山口 大貴 
 

弁護士 進 華菜子 

mailto:takahiro.inou@mhm-global.com
mailto:kenta.kawabata@mhm-global.com
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Ⅱ．新株予約権等の行使による株式発行に対する差止め 

 

本申立てにおいては、被保全権利として、新株予約権発行無効請求権及び新株発行差

止請求権が設定されています。前者においては、単に有利発行又は不公正発行に該当す

ることは新株予約権発行無効事由には該当しないと解されていることから（本決定も同

様の立場に立っています。）、無効事由の存在を主張するために、公示義務違反（後記 1）

及び新株予約権発行差止仮処分命令を得る機会の不存在（後記 2）が主張され、後者で

は、新株予約権の行使に応じてする新株発行の差止めの可否（後記 3）が問題となりま

した。 

 

1．公示義務違反の有無 

 

本事案では、発行会社が新株予約権等の発行時に提出した有価証券届出書において、

払込金額の算定理由の記載や市場流動性の制約に関する記載がないことを理由に公

示義務（会社法 240 条 2 項）違反が認められるか否かが争点となりました。 

本決定は、会社法 240 条 2 項、3 項所定の公示事項の規定上、払込金額が公示され

ていればその算定方法について公示する義務はなく、また、平成 17 年改正前の商法

においては払込金額の算定方法（「算定ノ理由」）についても公示事項となっていたも

のが、会社法では公示事項となっていないこと、算定の理由として何をどこまで開示

すればよいのか一義的・明示的ではないことから、法的安定性を確保する見地から算

定の理由が公示事項から削除されたものと解される余地があること、新株予約権発行

の無効原因については、取引の安全、法的安定性の見地から限定的に解すべきである

ことからすれば、払込金額の算定理由の記載や市場流動性の制約に関する記載がない

ことは公示義務違反に当たらないと判示しました。 

 

2．発行差止仮処分命令を得る機会の存否 

 

本事案における新株予約権等の発行は、募集事項の公表日（令和元年 12 月 20 日）

から割当日（令和 2 年 1 月 6 日）の間に年末年始を挟んでいました。そこで、アクテ

ィビストは、上記スケジュールでは新株予約権等の発行差止めの仮処分命令を得るこ

とが実務上不可能であったため、本件新株予約権等の発行においては、有利発行又は

不公正発行も新株予約権等の発行無効原因になると主張しました。 

本決定は、会社法 240 条 2 項は「裁判所の休日に関する法律」所定の裁判所の休日

を除外せず、割当日の 2 週間前までの募集事項の公示を行えば足りるとしているこ

と、裁判所は民事保全手続のように緊急性の高い裁判手続においては休日であっても

処理を行うことになっていること（裁判所の休日に関する法律 1 条 2 項）などから、

裁判所の休日を理由に株主が本件新株予約権等の差止仮処分命令を得る機会がなか

ったと解することはできないと判断しました。 
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3．新株予約権の行使に応じてする新株発行差止めの可否 

 

新株発行差止請求（会社法 210 条）の存否との関係では、仮に新株予約権の発行手

続に有利発行や不公正発行といった差止事由があったとして、その行使に応じてする

新株発行の差止めが認められるかも争点となりました。 

本決定は、既に発行された本件新株予約権等に基づく新株予約権の行使に応じてす

る新株の発行は、発行会社が本件新株予約権等に基づき会社が負担した義務の履行行

為に過ぎず、新株予約権等の無効原因がないにもかかわらずその後の新株発行の差止

が許容されることになれば、取引の安全性や法的安定性を害するとして、株主に新株

予約権の発行の差止の機会が十分に保障されていなかった場合に限り、会社法 210 条

の準用・類推適用が認められるとの一般論を判示しました（そのうえで、前記 2 と同

様、株主の差止の機会が十分に保障されていなかったとはいえないとして、新株発行

差止請求についても、これを否定しています。）。 

新株予約権の行使に応じてする新株発行差止めを認めた裁判例は過去にも存在し

ますが1、本決定は、このような新株差止めが認められる要件を明らかにした点で、注

目されます。 

 

Ⅲ．有利発行 

 

本事案では、新株予約権等の発行が「特に有利な金額」（会社法 238 条 3 項 2 号）又

は「特に有利な条件」（会社法 238 条 3 項 1 号）で発行（有利発行）された差止事由（株

主総会の特別決議を経ていない法令違反）の有無も争点となりました。 

本決定は、新株予約権等の有利発行該当性の判断に際して、「客観的資料に基づく一

応合理的な算定方法によって払込金額や発行条件が決定されていたといえる場合には、

その払込金額や発行条件は、特別の事情のない限り有利発行には当たらない」との判断

基準を採用しました。本決定は、新株予約権等の発行前に市場価格が成立しているわけ

ではなく、その価値評価はオプション評価理論に基づき算出された価額であり、評価手

法の採用について明確な判断基準が確立されているわけでもなく、幅のある判断要素が

含まれていることが少なくないこと等から、裁判所が事後的に、他の評価手法を用いた

り、異なる予測値等を採用したりするなどして、改めて新株予約権の公正な価額の算定

を行ったうえ、その算定結果と現実の払込金額や発行条件とを比較して有利発行か否か

を判断することは、取締役らの予見可能性を害することともなり、相当ではないこと等

を挙げています。 

上記判断基準及び基準の採用理由は、最判平成 27 年 2 月 19 日及び大王製紙事件判

決（東京地判平成 30 年 9 月 20 日、東京高判令和 1 年 7 月 17 日）の判断と共通しま

す。大王製紙事件は公募により発行された新株予約権付社債の有利発行該当性が争われ

た事案でしたが、本決定は、第三者割当の本事案においても同様の判断基準を採用した

 
1 東京高決平成 20 年 5 月 12 日金融・商事判例 1298 号 46 頁 
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ことが注目されます。 

 

Ⅳ．不公正発行 

 

不公正発行の論点においては、新株予約権等の発行の目的が、支配権維持（とりわけ

株主総会招集請求権の行使妨害）にあったのか、そうではなく、発行会社の事業に必要

な資金調達・投資家との協力関係強化による企業価値の向上を目的として行われたもの

であったのかも争われました。 

本決定は、会社法 247 条 2 号所定の「著しく不公正な発行」による新株予約権の発行

とは、不当な目的を達成する手段として新株予約権発行が利用される場合をいうと解さ

れるところ、例えば、会社の経営支配権につき争いがあり、現経営陣が、支配権を争う

特定の株主の持株比率を低下させ、もって自らの支配権を維持・確保することなどを主

要な目的として新株予約権を発行するときは、当該新株予約権発行は不当な目的を達成

する手段として行われる場合に当たると解される、という従来の主要目的ルールを維持

しました。そのうえで、本新株予約権等の商品設計、資金使途等を総合考慮のうえ、本

件発行が、発行会社の旧経営陣の支配権を維持することを主要な目的としてされたと認

められないと判示しました。 

 

Ⅴ．エクイティ・ファイナンスへの実務上の影響 

 

本申立ては、実務上確立した第三者割当のプラクティスに従い発行された新株予約権

等について、その発行後にその行使に応じてする新株発行の差止めを求めたものであり、

このような申立てが認められることとなれば、エクイティ・ファイナンスが極めて不安

定になり、実務上甚大な影響・混乱をもたらすものでしたが、従来のプラクティスが支

持された内容であると評価することができます。 

一方で、本決定においては、本書での具体的な説明は割愛いたしましたが、有利発行

該当性や不公正発行該当性の判断において実体面に踏み込んだ詳細な判断がなされて

いるなど、今後のエクイティ・ファイナンスのディール・プロテクションにおいて参考

になる判断が多々含まれています。アクティビストが活発化する傾向にある中で、エク

イティ・ファイナンスに当たっては、現実的な訴訟リスクの分析と対応がより重要にな

っており、資本市場業務と訴訟業務双方に豊富な経験のあるアドバイザーの起用がより

重要になったとも考えられます。また、仮にそのような紛争に巻き込まれた場合、同様

に資本市場及び訴訟の双方に類似案件の経験が豊富な事務所の選任が必要になること

も明らかになったといえるでしょう。 
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文献情報 

➢ 本     『ルール・チェンジ 武器としてのビジネス法』 

（2020 年 12 月刊） 

 

出版社   日本経済新聞出版 

著者    佐藤 正謙、澤口 実、石綿 学、鈴木 克昌、石井 裕介、 

小松 岳志、浦岡 洋、増島 雅和、岡田 淳、堀 天子、荒井 太一

（共著） 

 

➢ 論文    「LIBOR の恒久的公表停止とシンジケートローン」 

掲載誌   金融法務事情 No.2150 

著者    青山 大樹 

 

➢ 論文    「ソーシャルボンドの概要と発行上の留意点」 

掲載誌   旬刊経理情報 No.1595 

著者    田井中 克之 

 

NEWS 

➢ The Legal 500 Asia Pacific 2021 にて高い評価を得ました 

The Legal 500 Asia Pacific 2021 にて、当事務所は日本における 16 の分野で上

位グループにランキングされ、Capital markets 分野では、鈴木 克昌が Hall of 

Fame に、尾本 太郎が Leading individual に、田井中 克之が Next Generation 

Partners に選ばれました。 

当事務所のバンコクオフィスおよびヤンゴンオフィスにおいてもの複数分野で

上位グループにランキングされ、各オフィスに所属する弁護士が各分野で高い

評価を得ております。 

詳細は Legal 500 のウェブサイトに掲載されております。 

 

➢ Chambers Asia-Pacific 2021 にて高い評価を得ました 

Chambers Asia Pacific 2021 で、当事務所は日本における 17 の分野で上位グル

ープにランキングされ、Capital Markets の分野で、以下の弁護士がそれぞれ高

い評価を得ました。当事務所のバンコクオフィスおよびヤンゴンオフィスにお

いても 5 の分野で上位グループにランキングされ、各オフィスに所属する弁護

士が高い評価を得ております。 
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・Capital Markets 

Leading Individual: 鈴木 克昌、尾本 太郎、根本 敏光 

 

・Capital Markets: J-REITs 

Leading Individual: 藤津 康彦、尾本 太郎 

 

・Capital Markets: Securitisation & Derivatives 

Leading Individual: 佐藤 正謙、江平 享 

 

➢ パートナーおよびカウンセル就任のお知らせ 

本年 1 月 1 日付にて、下記の 10 名の弁護士がパートナーに就任いたしました。 

 

【パートナー】 

岸 寛樹、佐藤 典仁、片桐 大、木山 二郎、西尾 賢司、石橋 誠之、今仲 翔、

小林 雄介、白川 佳、松田 悠希 

 

また、同日付で 7 名の弁護士がカウンセルに就任いたしました。 

 

【カウンセル】 

倉持 喜史、天野 園子、増田 雅史、宮岡 邦生、繁多 行成、細川 怜嗣、田中 

亜樹 

 

今後ともクライアントの皆様により良いリーガル・サービスを提供するため、

日々研鑽に努めて参ります。引き続きご指導、ご鞭撻のほど宜しくお願いいた

します。 

 

➢ 新人弁護士（35 名）が入所しました 

  

➢ 新型コロナウイルス感染症への対応について（2021 年 1 月 14 日更新） 

世界的な新型コロナウイルス感染症拡大を受け、当事務所では下記の対応を実

施しております。 

 

■在宅勤務について 

11 都府県における緊急事態宣言の再発出を受けて、当事務所の国内オフィス

（高松オフィスを除く）では緊急事態宣言に沿う形で在宅勤務の比率を上げ、

出勤者を減らすなどの対応をとることとしております。当事務所のその他のオ

フィスでも出勤者を減らすなどの対応をとっております。 

国内外すべての弁護士等は在宅でセキュリティが確保された形で業務を継続で
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きる体制を整えており、今後もクライアントの皆様へのサービスを切れ目なく

継続してまいります。 

このような状況のため、お電話はつながらない可能性もございますので、担当

者の連絡先をご存知の方は、直接電子メール等でご連絡をいただきますようお

願い申し上げます。 

また、郵便・FAX 等につきましては迅速に確認できない場合がございます。予

めご了承いただき、お急ぎの場合には直接担当者までお問い合わせをいただき

ますようお願い申し上げます。 

 

■当事務所主催のセミナーについて 

当面の間、当事務所主催のセミナーに関しては、会場での開催を中止又は延期

いたします。但し、ウェビナー・オンデマンド配信等によるセミナーの開催は

継続してまいりますので、今後のご案内をご確認いただければ幸いです。 

なお、中止又は延期となりました場合は、当該セミナーのウェブサイトにその

旨を記載するとともに、お申し込みいただいた方に順次メールにてご連絡を差

し上げます。既に中止・延期が決定しているセミナーについては、下記までお

問い合わせください。 

 

■非対面会議への移行について 

クライアント等の皆様との会議につきましても、引き続き当面の間、対面での

会議は原則として行わず、ウェブ会議や電話会議等の非対面形式での実施する

こととしております。 

 

皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解、ご協力を賜りますよ

うお願い申し上げます。 

  

（セミナーに関するお問合せ先） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

E-mail: mhm_seminar@mhm-global.com 

 

 

（当事務所に関するお問い合せ） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

mhm_info@mhm-global.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 


