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１ 株主総会の権限事項について 

 (1) 会社法における取締役会設置会社の株主総会権限 
 
 「前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社において 
  は、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款に 
  定めた事項に限り、決議をすることができる。」 

（会社295Ⅱ） 
 
  →昭和25年商法改正により規定された事項 
  （それ以前は、現在の非取締役会設置会社と同様、株 
   主総会はすべての会社意思決定事項について決議で 
   きるとされていた（会社295Ⅰ参照）） 2 



１ 株主総会の権限事項について 
 (2) 昭和25年商法改正における株主総会制度の考え方 

 
 ① 本来、株主総会は会社の所有者的地位にあり、会社事項 
  の全てについて決定する権限を有している 
 
 ② 商法が株主総会の権限に限定を加えたのは、株主ないし 
  株主総会の能力に限界があることを認識し、その権限の一 
  部を取締役に委譲したものと法律上みなしたことによるも 
  のである 
 
 ③ 株主において特に必要があるのであれば、定款により、 
  いつでも、いかなる事項でも株主総会で決められるものと 
  すればよく、それは本来の権限が回復したに過ぎない 
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１ 株主総会の権限事項について 
 (2) 昭和25年商法改正における株主総会制度の考え方 
  
 「総会を以て従来のように最高万能の機関としてみても、一般の株主には実 
  際上会社経営に関する知識も熱意もないから、みずから議決権を行使する 
  者は稀れであって、そのため法律上の民主的機構も実際上は単なる形式に 
  堕していた。……そのうえ、経済の発展に伴い会社の業務についても、複 
  雑な事情を考慮しつつ迅速に事を処理する必要が増大するが、総会にはか 
  かる機能を営む専門的知識も機動性もかけているから、かかる決定を総会 
  の権限に留保しても、無益であるばかりか、さらに株主全体の利益からみ 
  て有害とさえいいえよう。そしてこの理をおせば、取締役が業務執行を妥 
  当になしているか否かの判定も、やはり総会の能力外の問題であって、む 
  しろ取締役を任期中は信頼し、できるだけ自由な経営に委ねる方が株主全 
  体のため賢明である。」 
  （鈴木竹雄＝石井照久『改正株式会社法解説』106頁） 4 



１ 株主総会の権限事項について 
 (3) 株主総会権限と取締役会権限との関係 

 
 →定款による株主総会権限の留保に対する説明 
  「新法が企業の所有と経営を一そう分離し、取締役の業務 
  執行権を確立したことは、株主が自己の能力と意欲とを正 
  当に認識して、本来有する権限を自己の利益のため進んで 
  取締役に委譲したものであって、近代的企業の在り方に対 
  応する合理的体制ということができる。従ってこのことは、 
  株主が、もし欲すれば、定款の規定を以てかかる事項を総 
  会の権限に留保することを別段禁止するものではないので 
  ある。」（鈴木＝石井・前掲106～107頁） 
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１ 株主総会の権限事項について 
 (3) 株主総会権限と取締役会権限との関係 
 
 →株主総会の権限事項と取締役会ないし取締役の権限事 
  項とは表裏の関係であり、株主総会の権限のあり方に 
  ついて考えるということは、取締役会ないし取締役の 
  権限のあり方を考えるということと等しい 
 
 →わが国の取締役会及び代表取締役の権限は、株主総会 
  から権限の委譲を受けたものとして理解され、その根 
  拠条文として会社法295条2項は位置づけられることが 
  わかる（比較法的にみて特徴的） 
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１ 株主総会の権限事項について 
 (3) 株主総会権限と取締役会権限との関係 

 
 【アメリカ合衆国の各州会社法の場合】 
 →一般的に、会社の事業上の意思決定事項について、一次的 
  な権限を有しているのは取締役（会）である（わが国のよ 
  うな株主総会の権限の範囲を示す規定を有していないが、 
  設立定款や株主の決定により制約する余地は認められる） 
 →取締役（会）の会社意思決定にかかる権限は、会社法上認 
  められた固有の権限であって、株主総会が本来的に有する 
  権限が取締役（会）に委譲されたという理解はされていな 
  い（19世紀末から20世紀前半にかけて、株式会社の規模が 
  巨大化する中で、その管理は取締役が固有の権限と義務に  
  おいて行うべきだとの考え方が一般的になっていった） 7 



１ 株主総会の権限事項について 

 (3) 株主総会権限と取締役権限との関係 
 

【Delaware General Corporation Law § 141 (a)】 
 本法の下で組織された会社の業務事項に関しては、 
 本法又は設立定款に異なる定めがない限り、取締 
 役会の指揮により、又はその指揮の下で執行され 
 る。 
  The business and affairs of every corporation organized under this chapter  
  shall be managed by or under the direction of a board of directors, except as  
  may be otherwise provided in this chapter or in its certificate of incorporation. 
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１ 株主総会の権限事項について 
 (3) 株主総会権限と取締役会権限との関係 
 
 【ドイツ1965年株式法の場合】 
 →ドイツの場合も、株式会社の取締役は自己の責任において会社 
  の経営を行うものとされ（株式法76Ⅰ）、株主から独立した固 
  有の業務執行権限を有している 
 →株主総会は法律および定款で明示的に定められた事項について 
  決議をなすことができるが（株式法119Ⅰ）、業務執行事項に 
  関しては取締役がとくに判断を求めた事項についてしか決定で 
  きない（同条Ⅱ） 
 →株主が会社の経営事項に対して介入することに対しては極めて 
  抑制的かつ懐疑的であり、これもドイツの株式会社が19世紀末 
  から20世紀前半にかけて巨大化する中で生まれた考え方である 

（1937年株式法で採用） 
9 



１ 株主総会の権限事項について 

 (3) 株主総会権限と取締役会権限との関係 
 
 【Aktiengesetz § 76Ⅰ】 
  取締役は、自己の責任において会社を管理する。 
  Der Vorstand hat unter eigener Verantwortung die Gesellschaft zu  

  leiten. 

 【Aktiengesetz § 119Ⅱ】 
  株主総会は、業務執行に関する問題に関し、取締役が 
  これを求めた場合に限り決議をすることができる。 
   Über Fragen der Geschäftsführung kann die Hauptversammlung nur  
   entscheiden, wenn der Vorstand es verlangt. 
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１ 株主総会の権限事項について 

 (3) 株主総会権限と取締役会権限との関係 
 
 →取締役会の業務執行に関する権限を株主総会権 
  限とは独立した固有の権限とする可能性はない 
  か 
 →株主ないし株主総会が業務執行に介入する可能 
  性を抑制する理論的な基礎となる 
 （株主総会権限の問題のみならず、経営判断原則 
  のあり方や株主代表訴訟のあり方等にも影響の 
  及びうる議論） 
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２ 株主提案権について 

 (1) 会社法における株主提案権（会社303-305） 
 
 議題提案権及び議案通知請求権 
 →取締役会設置会社については持株要件 
 （総株主の議決権の100分の1以上の議決権又は 
  300個以上の議決権を6か月前から引き続き有す 
  ること） 
 →権利行使にあたって、持株要件以外にこれを制 
  約する要件はない 
 →昭和56年商法改正において導入 
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２ 株主提案権について 
 (2) 昭和56年商法改正における株主総会制度の考え方 
 
  「株主総会は、株式会社制度を本質的に変革しない限り、株式 
  会社の最高機関として会社の経営についてのコントロールの重 
  要な一翼を担うべきものとして取り扱うべきである。特に大規 
  模株式会社においては、所有と経営の分離が進展し、株主はお 
  もに株価の動きにのみ興味を示し、総会を通じて会社経営のコ 
  ントロールに参画するという意欲を欠くようになっていること 
  は否定できない。（中略） 
   しかし、それにもかかわらず、株式会社について、その支配 
  者として株主総会に代わる効果的な法制度はいまだ見出されて 
  いない。また、総会は、社会とのつながりにおいて「開かれた 
  株式会社」たるイメージの一つのシンボルであることも否定で 
  きない。」（稲葉威雄『改正会社法』126頁） 
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２ 株主提案権について 

 (2) 昭和56年改正における株主総会制度の考え方 
 
 →とりわけ株主総会の運営の側面との関係でみた場合、 
  そのあり方を改善することで、わが国の株式会社を 
  「開かれた」ものにしようとの意欲がみられる 
 →総会屋の排除及び会議体機能の正常化により、株主の 
  意思が会社の意思決定に適切に反映するようにする、 
  という方向性 
 →利益供与規定の創設、議長権限の明定、取締役等の説 
  明義務の明定、株主提案権制度の創設、そして書面投 
  票制度の創設等の改正につながる 
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２ 株主提案権について 

 (3) 株主提案権についての考え方と運用 
 

 →持株要件によりある程度の濫用は防げるとの考え方、 
  そして会社としては株主の意見表明に対して真摯に 
  対応すべきだとの当時の考え方 
  「制度上株主が自らの意思を総会に訴えることができ 
  る権利を保障することにより、その疎外感を払拭し、 
  経営者と株主あるいは株主相互間のコミュニケーショ 
  ンをよくして、開かれた株式会社を実現しようとす 
  る」というのが株主提案権制度の趣旨であり、「経営 
  者としては噴飯もの」の提案があっても真摯に対応す 
  ることが望ましい（稲葉・前掲131頁） 
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２ 株主提案権について 
 (3) 株主提案権についての考え方と運用 
 
 →株主提案権制度の導入後の利用例 
  ① 社会運動の一環として利用される例 
   制度の導入当初より、電力会社において頻繁に見られるもので、 
   定款変更の株主提案を行って原子力発電所批判や環境保護の主 
   張を会社定款に記載させ、経営者を拘束しようとするもの 
  ② 経営陣と対立する大株主により利用される例 
   制度の導入当初より存在するが、とりわけ平成10年代によく見 
   られたもので、現経営陣との間で支配権争奪を行う大株主が取 
   締役の選解任議案を提案したり、会社に蓄積された遊休資金の 
   還元を目的とする大株主が会社提案よりも高額の剰余金配当議 
   案を提出するといったもの 16 



２ 株主提案権について 

 (3) 株主提案権についての考え方と運用 
 
 →この5年ほどみられる濫用的事例 
 （内容において荒唐無稽な提案や大量の提案を行 
  う例。いずれも定款変更にかかる提案が多く含 
  まれている） 
 →持株要件以外に形式面、内容面での歯止めを有 
  していないことから、濫用的な株主提案権の行 
  使がなされた場合でも一般条項（権利濫用。民 
  1Ⅲ）による対応しかできない 
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２ 株主提案権について 
 (3) 株主提案権についての考え方と運用 
 
 【アメリカ連邦証券規制の場合】 
  持株要件を満たしている株主は、特定の株主総会にお 
  いて、1つの提案に限り提出することができる（1934 
  年連邦証券取引所法規則14a-8(c)） 
  →持株要件：継続して1年間、2000USD、又は1％の保 
   有（同規則14a-8(b)） 
 【ドイツ株式法の場合】 
  持株要件を満たしている株主は、議題の決定及び公告 
  を請求することができる（株式法122Ⅱ） 
  →持株要件：基本資本金の5％、又は500000EUR 18 
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