社内紛争を回避するために 「組織の管理」 その 2
第2回

社内紛争を回避するために 「組織の管理」 その 1
第1回
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前回の株主総会に続き、もう一

成数の要件は、定款で加重するこ

成立します。この定足数や必要賛

の決議事項として挙げられます。

計算書類等の承認などが取締役会

利益相反取引の承認、決算に伴う

ここで、取締役会の決議で問題

とができます。取締役会は現実に
開かれることが原則ですが、テレ

となり易い事項について見てみま

つの重要な会社の機関である「取締

ビ会議方式や電話会議方式であっ

役会」について見てみましょう。

取締役会とは

適法な取締役会として認められま

しょう。

すし、定款で定めておけば書面決

「重要な財産の処分及び譲受け」

●重要な財産の処分及び譲受け

ても、一定の要件を満たす場合は
取締役会は取締役の全員で組織

議も認められます。

といいましても、どのような取引

が該当するかは、法律上明確では

判例上は、①当該財産の価額、

ありません。

②その会社の総資産に占める割
・重要な財産の処分及び譲受け

従来の取扱い等の事情を総合的に

分行為の態様及び⑤会社における

合、③当該財産の保有目的、④処
・多額の借財

うなものがあります。

されている事項としては、次のよ

取締役会で決議するように法定

●取締役会の決議事項

され、会社の業務執行に関する意
思決定を行う機関です。法令や定
款により株主総会の決議事 項であ
るとされた事項以外につき、会社の

業務執行のすべてに関する決定を
行うことができます。
また、取締役会はこのような意
執行は代表取締役や業務執行取締

考慮して判断すべきものとされて

思決定を行うだけで、実際の業務
役が行うことになり、取締役会と

・支配人その他の重要な使用人の

いますので、会社ごとに具体的に

検討する必要があります。

取締役が、
自己または第三者のた

●取締役の競業取引

めに株式会社の事業の部類に属す

る取引（競業取引）をしようとす

式の譲渡承認、株式の分割、総会

その他に、閉鎖会社における株

たは第三者が実質的な損益の帰属

は、取引の名義を問わず、自己ま

なくてはなりません。「競業取引」

・その他の重要な業務執行

めの体制の整備

・コンプライアンスを確保するた

・社債の募集に関する重要な事項

置、変更及び廃止

・支店その他の重要な組織の設

選任及び解任

しては、これら取締役の職務の執
行を監督し、不適任と判断した場
合には、当該取締役を解任するこ
とができます。つまり、取締役会
は業務執行の意思決定機関である
と同時に、取締役に対する監督機
関でもあることになります。

取締役会の決議は、議決に加わ

の招集決定、取締役の競業取引・

るときは、取締役会の承認を受け
ることができる取締役の過半数が

●取締役会の決議

出席し、出席者の過半数の賛成で
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いいます。

市場が競合している取引のことを

行っている事業と商品や役務及び

主体となる取引で、会社が実際に

に基づく取引も除かれます。

約、預金取引など、普通取引約款

かれますし、鉄道の利用、保険契

とって一方的に利益があるので除

を履行したりすることは、会社に

ます。

害賠償を請求することが考えられ

て、会社が被った損害につき、損

れと同時に、会社はあなたに対し

が無効を主張することができ、そ

取締役会はどのように
開いたらよいか

取締役会は、取締役全員で構成

される会社の機関です。株主総会

書面投票

できない。

できる
（招集権者が招集時
にその旨定めた場合。
なお
議決権者1,000人以上の
会社では、
書面投票を定め
なければならない）
（298条）
。

全員が書面又は電磁的記
録により同意すれば決議が
あったものとみなされる
（319条1項）
。

決議の省略 原則としてできないが、
全
員の同意があった場合は
決議があったものと見做
す旨
（監査役の異議ある
場合を除く）
を定款で定め
ておけば、
決議の省略が
できる
（370条）
。

このような取引を取締役の自由

設置会社における両機関の相違を

一株一議決権が原則。

に許してしまうと、会社の秘密情

簡単にまとめると、図１の通りで

と同じく会議体ですが、取締役会
取締役会は、
３ヶ月に一度は必ず開

す。

■ 管理のためのポイント

き、意思決定の過程を議事録で残

●前回の会社事例の場合

しましょう。会社間の取引につい

一人一議決権。

報（ノウハウや顧客情報等）を利
社長である私の判断で、他の

議決権

用して会社の利益を奪う危険性が
会社に事業（会社の財産）を譲

●定例取締役会について

法令又は定款に定めた事
項に限り決議することがで
きる
（定款変更、
取締役や
監査役等の選任・解任、
計算書類の承認等）
。

取締役会は、取締役会全員の同

会社業務執行の決定と
代表取締役の業務執行
の監督。

（文責：鷹見雅和）

会の権限

高いので、求められた規制といえ

「重要な財産」に該当する場合は

招集通知
1週間前までに通知を発す 2週間前までに通知を発す
発送の時期 る。
定款により短縮できる。る。公開会社でない株式会
社では1週間前。

ます。

右記に記載した、前回の会社事

て取締役会の承認が必要な場合が

例の場合ですが、会社の運営が上

ありますので、慎重に検討しまし

とするとき（直接取引）、②会社が

手く行っている場合はさほど問題

渡したら、他の役員（株主）か

取締役以外の者との間において会

にならなくても、取締役間で不和

ら、それはおかしいとクレーム

社と当該取締役との利益が相反す

が生じたような場合には、特にワ

取締役会の承認が必要です。そこ

取締役会が決定し、
代表
取締役が執行する。

●取締役の利益相反取引

る 取 引 を し よ う と す る と き は（ 間

ンマン経営者が何でも決定し取締

ょう。

接取引）、取締役会の承認を受けな

役会を開いていないような会社の

がつきました。

く て は な り ま せ ん。 取 締 役 が、 会

場合、取締役会の議決の要否が問

買、会社が行う取締役の債務免

で、このような決議を経ていない

原則として各取締役が招
集する。
定款又は取締役
会で招集権者となる取締
役を定めることができる。

取 締 役 が、 ① 自 己 ま た は 第 三 者

社の利益を犠牲にして自己または

除、会社が取締役の債務を保証す

場合には、決議の不存在を知って

株主総会

のために株式会社と取引をしよう

第三者の利益を図ることを防止す

ること等が該当します。もっと

譲渡した事業（会社の財産）が

題となります。

も、取締役が会社に対し無利息無

いた譲り受け会社に対して、会社

例えば、取締役と会社間の売

るために設けられたものです。

担保で金銭を貸し付けたり、債務

取締役会

誰が招集
するか

2016.4
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取締役会と株主総会の比較（招集及び議決について）
図1

おいて定例取締役会を開催するこ

毎回一定の日時、一定の場所に

その権限の行使も、会社のために

べき義務を負い（法３５５条）、

会社のために忠実に職務を遂行す

代表取締役は、取締役として、

の行為の妥当性にまで及びます。

ているわけですから、代表取締役

意思決定機関として業務に精通し

の適法性のみならず、業務執行の

会の監督権限は、
代表取締役の行為

くとよいでしょう。

ととして、予め出席権者全員の同

行使しなければなりません。

意がある場合は招集手続を経るこ
定例取締役会として一定の日時場
意を得ておけば、招集通知は必要

れば、会社法上の代表取締役にあ

以外にも、代表権を与えられてい

あることがほとんどですが、社長

ありません。社長＝代表取締役で

というのは、会社法上の用語では

の首長を社長といいますが、社長

行全般に及ぶとされています。

にとどまらず、広く会社の業務執

務は、取締役会に上程された事項

き義務がありとされ、この監視義

他の取締役の業務執行を監視すべ

会の構成員として、代表取締役や

となく開催することができます。
所を定めて行われる取締役会は、
ありません。

取締役会設置会社においては、

たります。また、取締役会決議に

そして、取締役は、この取締役

この同意があるものと考えられま

代表取締役は、取締役会で決定さ

より、代表権を与えられていない

なお、会社の職制において会社

すので、招集手続は必ずしも必要

ほとんどの取締役会設置会社で

れた事項を執行するとともに（業

取締役にも、業務を執行すること

招集の請求と招集

（文責：大河内將貴）

は、定款または取締役会において

務執行機関）、日常の業務や取締

を認めることもできます。

ではありません。

招集権者を定めています（法

役会から委任された業務について

代表取締役の役割は何か

３６６条１項但書）。

は、自ら決定することができま

●招集権者以外の者による

例えば、「代表取締役」や「取

取締役が代表取締役の業務執行

を監視するといっても、実際、取

締役の多くは会社の従業員出身者

（代表機関）、その代表権は、会

には、会社を代表する機関とされ

ら、取締役は、取締役会の構成員

思決定は取締役会が行いますか

ては、会社の業務執行に関する意

まず、取締役会設置会社におい

監査役を設けています。

の監査にあたる専任機関として、

設置会社においては、代表取締役

難を伴います。そこで、取締役会

締役を厳格に監督することには困

ですから、取締役が社長等代表取

社の業務に関する一切の裁判上ま

として業務執行、すなわち経営方

そして、代表取締役は、対外的

●「監査役」の役割は何か

締役会会長」などです。ただし、
す。

招集権者以外の取締役や監査役

たは裁判外の行為をする行為に及

針の決定に参画し、そこでは、経

●「取締役」の役割は何か

この場合であっても、招集権者以

についても、一定の場合に、招集

び、その代表権に加えた制限は善

正かどうかを監査する会計監査の

外の者が取締役会を招集できる場

できる場合が認められています

意の第三者に対抗することはでき

権限とともに、取締役の職務執行

合があります。

（法３６６条、３８３条２項、３

営の専門家として、会社の経営を

機関としてその指揮・監督に服し

され、法的には、取締役会の下部

取締役の監督は、まず取締役会が

次に、広大な権限を有する代表

に直接関与しない監査役の業務監

を有するとされますが、会社経営

に対して行われる業務監査の権限

監査役は、会社の計算書類が適

項、３８２条）。

過たず導くことが期待されます。

手続を明確にするために、取締

あたるとされており、この取締役

代表取締役は、取締役会で選任

ないとされます（法３４９条）。

役会の招集権者は、定款等で取締

ますが、その権限は強大です。

■ 管理のためのポイント

役会会長や代表取締役に定めてお
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査は、原則として、取締役の業務
の 適 法 性 い かんに 限 ら れ る と さ れ
ています。ただし、取締役の著し
く不当な職務執行については、監
査すべき職務を負うとされていま

責任を負うか

●「 取締役」はどのような

①対会社責任
代表取締役を含む取締役は、会

監査役も、監査という任務を懈

怠して会社に損害を発生すれば、

●「監査役」はどのような責任を負うか

取締役と同様、会社に対して、任

反に関する取締役会承認決議に賛
れ、さらに、自己のために利益相

成した取締役の任務懈怠が推定さ
反取引の直接取引をした取締役の

務懈怠に基づく損害賠償責任を負

含めて、その取締役をはじめとす

当該会社にとどまらず、子会社を

そして、このような監査役は、

にこの善管注意義務を具体化し

（善管注意義務）、会社法も、特

務を行わなければならないとされ

意を以て委任事務である会社の業

ら、民法上、善良なる管理者の注

を負わないはずです。

行ったとみられる場合以外、責任

から、第三者に対して不法行為を

対しては、契約関係に立ちません

取締役は、会社以外の第三者に

任を負います。

過失がある場合には、損害賠償責

を行うについて悪意または重大な

います。また、監査役は、第三者

責任は無過失責任とされています。

る役員や従業員を兼ねることはで

て、取締役に対し、会社のために

社と委任関係に立つとされますか

きないとされ（法３３５条）、株

忠実に職務を遂行すべき義務を課

す。

主総会における選任・解任等に際

しています（忠実義務）。

産の調査する権限が与えられ（法

事業の報告を求めたり、業務・財

たすために、監査役には、会社の

監査役がその職務を実効的に果

性が保障されています。

べきものとされ、その地位の独立

取締役の報酬とは区別して定める

項）、監査役の報酬についても、

ての株主の同意がなければ免除さ

この任務懈怠による責任は、すべ

定しています（４２３条１項）。

生じた損害を賠償すべきものと規

の任務を怠ったときには、会社に

不履行責任とは別に、取締役がそ

とになりますが、会社法は、債務

に対し、債務不履行責任を負うこ

して会社に損害を与えれば、会社

取締役は、これらの義務に違反

者責任を追及されるのは、会社が

ずですから、取締役がこの対第三

請求すれば、それで填補されるは

受けても、通常、会社に損害賠償

会社と取引した第三者が損害を

（法４２９条１項）。

責任を負うものと定めています

は、第三者に対しても、損害賠償

大な過失がある場合には、取締役

職務を行うについて悪意または重

三者を保護するために、取締役が

たす役割が大きいことに鑑み、第

しかし、会社法は、取締役の果

責を尽くさないときには、会社や第

べき義務を負っています。その職

い、取締役の職務を監視・監査す

は、会社に対して忠実義務を負

取締役（代表取締役）・監査役

ことになります。

社に対して、損害賠償責任を負う

生した時には、当該取締役は、会

合、それにより、会社に損害が発

取締役会の承認なく譲渡した場

が「重要な財産」に該当するのに

取締役（社長）が譲渡した財産

●前回の会社事例の場合

に対しても、取締役と同様、職務

しては、総会に出席して意見を述

②対第三者責任

べることができ（法３４５条４

３８１条）、取締役会に出席して

倒産するなどして第三者が会社か
行った取締役、利益相反取引をす

行った場合には、利益相反取引を

また、取締役が利益相反取引を

役個人の責任を追及するというケ

ら弁済を受けられないために取締

ことになりますので、要注意です。

三者に対して損害賠償責任を負う

■ 管理のためのポイント

意見を述べる権限等が与えられて

れません。

監査役を３人以上選任し、監査役

ースが多いとされています。

取締役会設置会社においては、

います。

会を構成させ、監査にあたらせる

ることを決定した取締役、利益相

（文責：千賀守人）

こともできます。
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