
  

 

スパークル法律事務所 ニュースレター 

スパークル法律事務所によるニュースレターを不定期にお届けしております。スパークル法律事務所は 2021 年 4 月設立の企業法務分野

を中心に扱う法律事務所です。本ニュースレターは一般的な情報提供にとどまるものであり、個別の案件は弁護士の適切な助言を得ていた

だく必要がございます。本ニュースレターの無断転載はご遠慮ください。 
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 本年も残すところあと 3 か月となり、朝夕は肌寒く感じるようにもなってきました。ワクチン接種が予想以上に早く浸透しており、

東京の緊急事態宣言は解除され、感染者数も徐々に減ってきているようです。少しづつ街の活気も戻り始めてきたように感じ

られ、このままコロナ禍が収束に向かうことを願うばかりです。 

 

さて、先月、当事務所のホームページをリニューアルいたしました。コンテンツをより見やすく整理した上で、動画なども取り入

れ斬新なデザインに仕上がっております。今後も、必要な更新を随時行うほか、皆様への情報発信に努めてまいりたいと思い

ます。（https://sparkle.legal/）また、当事務所のブローシャ―も新たに制作いたしました。デザイナーに依頼し、基調と

なるテーマカラーをベースに当事務所内やワテラスの写真を散りばめて、大変お洒落に仕上がったと自負しております。ウエブサ

イトからダウンロードもできますので、是非ご覧ください。ご希望の方にはご郵送いたします。当事務所の雰囲気を少しでも感じ

ていただけましたら幸いです。 

（https://sparkle.legal/img/sparkle_brochure_web.pdf）。 

 

業務面では、干場智美弁護士が分担執筆しました『労働事件ハンドブックシリーズ フリーランスハンドブック』が労働開発研

究会より出版されました。多様な働き方の実現によりフリーランスの数が増加していることに伴い、フリーランスが直面する法的ト

ラブルも今後増加していくことが見込まれます。当事務所は、労務分野に関するご相談も受け付けておりますので、お気軽にお

問い合わせください。 

ご挨拶 

https://sparkle.legal/
https://sparkle.legal/
https://sparkle.legal/
https://sparkle.legal/img/sparkle_brochure_web.pdf
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執筆弁護士：三谷革司 

 

直近の京都地裁の決定で、株主提案と勧告的決議に

関する興味深い事例がありました（フェイス事件―京都地

決令和 3 年 6 月 7 日、資料版商事法務 2021 年 8 月

号 90 頁）。勧告的決議に関しては、様々な考え方がある

とともに、今後活用される可能性もあることから、今回のニュ

ースレターでは、このトピックを取り上げ、要点について解説し

たいと思います。個別事案、より専門的な内容については、

遠慮なくお問い合わせください。 

 

１．勧告的決議とは 

 

取締役会設置会社においては、株主総会は、会社法・

定款に定められた事項に限り、決議をすることができるとされ

ています（会社法 295 条 2 項）。したがって、それ以外の

事項、例えば会社法で取締役会決議事項とされている事

項を株主総会でそのまま決議したとしても、有効な決議にな

りません。しかし、定款に定め（権限留保）があれば良いの

で、定款変更を行って株主総会の決議事項としたうえで、

改めて株主総会で決議を行うという手順が検討されることが

あります。2000 年代後半からの買収防衛策の導入の際、

そのような議論が盛んに行われました。 

 

それでは、会社法 295 条 2 項の存在にかかわらず、会

社法・定款によって株主総会決議事項ではない事項を決

議した場合には、どのような効果が発生するでしょうか。もと

もと、このような決議は会社法が想定してないのであって、許

されないという見解もありました。しかし、現在では、法的拘

束力はないものの、株主による意思確認を行うことに一定の

意味を見出し、何らかの評価を与えようとする考え方が定着

しています。このような株主総会の決議を講学上、「勧告的

決議」と呼んでいます。 

 

２．勧告的決議の法的位置づけ 

 

勧告的決議は、会社法に根拠があるものではありません

ので、その法的効果をどう評価すべきか、解釈が難しいことも

あります。例えば、取締役会決議事項と考えられる経営判

断について、株主による意思確認を行うとして株主総会の

勧告的決議を得た場合、それによって当該取締役らの善

管注意義務はどのように変容するのでしょうか。例えば、その

判断によって影響を受けると考えられる多数の株主が賛成

したという事実があれば、善管注意義務を尽くしたか否かの

判断においては重要な考慮要素にもなるとも言われます。 

 

勧告的決議については、会社法上、議案に関する法定

の記載事項の規律も特にありません。株主の承認を得たと

いうことを検討する前提として、株主に対して、本当にすべて

の重要な情報が提供されたのか、疑問が生じる場合も無き

にしも非ずです。また、特に、会社の経営に関する事項につ

いて、経営判断能力という面から考えても、一般の投資家

にすぎず会社の経営戦略に関する詳細な情報も持たない

株主が行った判断が、果たして適切な判断といえるのか、疑

問が生じる場合もあるでしょう。 

 

その他、法的な論点として、勧告的決議の成立に手続

的瑕疵があった場合、当該決議が決議取消・無効の訴え

の対象となるか、というものがあります。勧告的決議は、法的

効力を有するものではありませんので、その効力を否定する

対象がなく、訴えの利益に欠けるのではないか、と指摘され

ていますが、一律にそのように解して良いかという疑問もあり

ます。 

 

３．株主提案と勧告的決議―フェイス事件 

 

直近の京都地裁の決定で、株主提案と勧告的決議と

株主提案の件に関する興味深い事例がありました（フェイ

ス株主提案権侵害排除請求・仮処分命令申立事件―京

都地決令和 3 年 6 月 7 日、資料版商事法務 424 号

90 頁（2021 年 8 月））。 

 

この事例は、株主側から、子会社の株式の現物配当

（株式分配型スピンオフ）を議題とする株主提案が出され

たのに対し、会社側は、当該議題を不適法であるとして株

主総会の議題としなかったことに対して、株主側が、株主提

案権侵害排除請求の仮処分の申立てを行ったものです。

株主提案の内容は、単なる剰余金配当議案ではなく、産

業競争力強化法に基づく事業再編計画の認定を受けるこ

と、子会社の上場承認が得られること等を配当の効力発生

の条件として付していました。したがって、単に当該議案が仮

に株主総会に付議され、可決されたとしても、それのみで配

当の効力を発生することにはならないという事情がありました。 

 

■コラム ー 勧告的決議と株主提案権 
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この株主提案に対し、会社側は、本件株主提案は高度

な経営判断に属する事項であり、決議がされたとしても勧告

的な意味しか有しないため、株主総会の議題とすることは

法的義務ではないとして争いました。 

 

裁判所は、本件株主提案を勧告的決議であると解しつ

つ、勧告的決議を株主提案権の対象から除外するべきとの

議論がされながらもそれが立法的措置として採用されなかっ

たことが一応認められるとして、株主提案権の対象と解する

のが相当と判断しました。結果として、株主側の被保全権

利の存在を肯定しています。ただし、結論としては、本件株

主提案を 6 月の株主総会に上程するべき特段の時期的な

必要性があるなどの具体的事情が認められないし、会社側

で既に招集通知および株主総会参考書類の作成及び発

送準備を完了していることから、会社側の費用負担や事務

作業の負担が大きくなるとして、保全の必要性を否定し、申

立て自体は却下しました。 

 

この決定は、勧告的決議を求める株主提案も適法と解

しているように思われます。 

 

４．株主提案と勧告的決議―ヨロズ事件 

 

実は、勧告的決議を株主提案の対象とできるかについて、

消極に解した令和元年の東京高裁決定がありました（ヨロ

ズ株主提案議題等記載仮処分申立事件－東京高決令

和元年 5 月 27 日（資料版商事法務 424 号 118 頁

（2019 年 7 月））。この事案は、株主が定款の規定に

基づいて株主総会決議を経て導入された買収防衛策の廃

止を株主提案として求めたのに対し、会社がこれを拒絶し、

株主提案の適法性が問題となりました。 

 

ヨロズ事件では、株主提案権の対象は株主総会の権限

の範囲に属する事項に限られ、提案された議題が株主総

会の決議事項でないときは、会社はそれを株主総会の議題

とする必要はないと解されるとし、買収防衛策の廃止につい

ては、「それ自体について、会社法において株主総会で決

議すべきものと定められた事項であるとは認められない」とし

たうえで、現行の定款において、株主総会決議事項と定め

られていると解釈できるか等について詳しく検討されています。

同事件の詳細は割愛しますが（なお、同事件は買収防衛

策の廃止自体が株主総会の議案になるかについても興味

深い先例です）、アクティビストの活動が活発化する中で、

相応の先例的価値が認められると考えられています。 

 

このヨロズ事件もそうですが、勧告的決議に相当する議

案が株主提案の対象である場合、会社はこれを不適法な

ものとして扱って良い、というのは、一般的な考え方だと思い

ます。ただし、私としては、会社が任意にこれを取り上げるこ

とは許容して差し支えないと考えています（任意に取り上げ

ることも不可とする考え方もあるようです）。 

 

しかしながら、前述のフェイス事件では、勧告的決議も被

保全権利の対象となるとしたわけですから、ヨロズ事件の東

京高裁の考え方とは異なっているように思われます。内容の

違いはありますが、今後もこの論点については注目を集める

ことになるでしょう。 

 

５．勧告的決議の将来を見据えて 

 

事例を少し離れますが、勧告的決議は、今後活用され

る可能性があると考えています。 

 

米国で SEC が導入した「Say-on-Pay」ルール（セイ・オ

ン・ペイ・ルール）は、上場企業に少なくとも 3 年に 1 度は

役員報酬議案を株主総会に上程することを義務付けてい

るものの、その議案自体は法的拘束力がないことから、勧告

的決議と位置付けられると考えられます。近時は、新たなト

レンドとして、企業の気候変動への取組みや戦略方針等を

問う「Say-on-Climate」（セイ・オン・クライメイト）を議案

とする流れがあり、株主提案として、この気候変動の議案を

提案するという動きが注目されています。セイ・オン・クライメイ

トの議案は、株主の意思を確認できるが、法的な拘束力が

ないため、かえって株主からの賛同も得られやすいとも言われ

ています。 

 

前述のとおり、日本の会社法では、勧告的決議を求める

株主提案について不適法なものとして拒絶できるとの見解

がいまだ有力だと考えますが、ESG に着目したトレンドはグロ

ーバルにはかなり大きな流れになってきており、近い将来、株

主提案としても多くの事例が見られることになり得るのではな

いかと予想しています。そのような株主提案が出されたとき、

会社としては単に不適法として拒絶する、という対応で良い

のかは慎重に考えなければならない課題だと思います。 

以 上 
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執筆弁護士：干場智美 

 

１．はじめに 
 
周知の事実ではありますが、今般の新型コロナウィルス感

染症（以下「コロナ感染症」）の影響により、事業の縮小
を余儀なくされる事業者が増加しています。厚生労働省の
報告によれば、令和 3 年 9 月 24 日現在、雇用調整の
可能性がある事業所は 13 万 3778 所、解雇等見込み
労働者数は 11 万 7047 人（ともに累積値）に上ってお
ります1。使用者としては、事業の継続を目的として、労働
者の整理解雇を検討しなければならない場合も存するかと
考えます。 
 本稿では、整理解雇の基本的な考え方を解説し、実際
にコロナ感染症の拡大を契機として行われた整理解雇の有
効性が争われた事案についても紹介したいと思います（森
山（仮処分）事件：福岡地決令和 3・3・9 労判 1244
号 31 頁）。 
 
２．解雇の一般論 
 
（１）解雇権濫用規制 

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き（「客観的
合理性」の要件）、社会通念上相当であると認めら
れない場合（「相当性」の要件）は、その権利を濫用
したものとして無効とされます（労働契約法 16
条）。これは、それまでの最高裁判例（日本食塩製
造事件―最判昭和 50・4・25 民集 29 巻 4 号
456 頁、高知放送事件―最判昭和 52・１31 労判
268 号 17 頁）で確立された法理（解雇権濫用法
理）を明文化したものになります。 

解雇の有効性の判断に際しては、これら２要件のう
ち、「客観的合理性」の要件充足性が争われることが
多いと思われます。具体的には、(i)労働者の労務提
供の不能や労働能力又は適格性の欠如・喪失、(ii)
労働者の職場規律（企業秩序）の違反、(iii)経営
上の必要性、(iv)ユニオン・ショップ協定に基づく組合
の解雇要求、に大別されます2。今回のトピックである
整理解雇は、(iii)経営上の必要性に含まれます。 

なお、「相当性」の要件については、裁判所は、一
般的には、解雇の事由が重大な程度に達しており、他

 
1 厚生労働省ホームページ「新型コロナウィルス感染症に起因する雇用への影

響に関する情報について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_rou
dou/koyou/koyouseisaku1.html 
2 菅野和夫『労働法（第 12 版）』（弘文堂、令和元年）786～787 頁 

に解雇回避の手段がなく、かつ労働者の側に宥恕
（注：ゆうじょ）すべき事情がほとんどない場合に認め
る傾向にあるとされております3。 

 
（２）整理解雇の四要素 

整理解雇は、労働者の責めに帰すべき事由による
解雇ではなく、使用者の経営上の理由による解雇であ
ることから、長期的雇用慣行が一般的な日本において
は、解雇権濫用法理の適用においてより厳しく判断す
べきものと考えられております4。 

整理解雇の有効性の判断に際しては、解雇権濫
用法理を基礎として、以下の４要素5から総合判断す
ることとなります。なお、必ずしも全ての要素を検討しな
ければならないわけではなく、また、全ての要素を充足
しなければ解雇が有効とされないというわけではないと
考えられております。 

① 人員削減の必要性 
② 解雇回避の努力 
③ 人選の合理性 
④ 手続の妥当性 

しかしながら、これらの要素のいずれかに問題がケー
スではそれだけで解雇が無効であると判断されておりま
すので6、今後も慎重な対応が必要であると考えます
（近年の事案では、ビー・エム・シー・ソフトウェア事件
―大阪地判平成 22・6・25 労判 1011 号 84 頁
［人員削減の必要性否定、解雇回避努力の不十
分性認定］、東亜外業事件―神戸地判平成 25・
2・27 労判 1027 号 20 頁［解雇回避努力の不十
分性認定、人選の合理性を否定］7）。 

 
３．森山（仮処分）事件：福岡地決令和 3・3・9 

労判1244号 31頁 
 

コロナ感染症を契機とする整理解雇の有効性が争点と
なった事件について紹介します。 
 
（１）事案の概要 

本件は、債務者（使用者：Y 社）に期間の定め
のない従業員として雇用されバス運転手として勤務し

3 同上 787 頁 
4 同上 793 頁 
5 本稿では近年有力であるいわゆる４要素説を前提としています。 
6 土田道夫『労働契約法（第 2 版）』（有斐閣、平成 28 年）692 頁 
7 同上 692 頁脚注 183 

■人事労務コラム ー 新型コロナウィルスの感染拡大を契機とした雇用調整について 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouseisaku1.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouseisaku1.html
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ていた債権者（労働者１名）が、コロナ感染症の影
響による業務縮小を理由として債務者に解雇されたと
ころ、当該解雇権の行使は無効であると主張して、Y
社に対し、雇用契約上の権利を有する地位にあること
の確認を求めるとともに賃金の仮払いを求めた事案で
す。 

 
（２）本件の争点 

本件の争点は、多岐にわたりますが、本稿において
は、本件整理解雇の有効性に絞って検討します。 

 
（３）裁判上の判断（本件解雇の有効性） 

裁判所は以下の通り判示して、本件解雇は無効で
あると判断しました。 

 
【１ 人員削減の必要性】 

「債務者は、新型コロナウィルス拡大によって、令和２年
２月中旬以降、貸切バスの運行事業が全くできなくなり、
同年３月中旬にはすべての運転手に休業要請を行う事態
に陥ったこと、同年３月の売上は約 399 万円、同年４月
の売上は約 87 万円であったこと、従業員の社会保険料の
負担は月額 150 万円を超えていたこと、令和２年３月当
時、雇用調整助成金がいついくら支給されるかも不透明な
状況にあったこと等を考慮すると、…債務者において人員削
減の必要性があったことは一応認められる。」 
 
【２ 解雇手続の相当性】 

「しかしながら、債務者は、令和 2 年 3 月 17 日のミー
ティングにおいて、人員削減の必要性に言及したものの、人
員削減の規模や人選基準等は説明せず、希望退職者と
募ることもないまま、翌月の幹部会で解雇対象者の人選を
行い、解雇対象者から意見聴取を行うこともなく、直ちに解
雇予告をしたことは拙速といわざるを得ず、本件解雇の手
続は相当性を欠くというべきである。」 
 
【３ 人選の合理性】 

「債権者が解雇の対象に選ばれたのは、高速バスの運転
手として働く意思を表明しなかったことが理由とされているとこ
ろ、債務者は、上記ミーティングにおいて、高速バス事業を
開始することを告知することを告知し、運転手らに協力を求
めたものの、高速バスによる事業計画を乗務員に示し、常
務の必要性を十分に説明したとは認められないうえ、高速
バスを運転するか否かの意向確認は突然であって、観光バ
スと高速バスとでは運転手の勤務形態が大きく異なり家族
の生活にも影響することを考慮すると、当該ミーティングの場
で挙手しなかったことをもって直ちに高速バスの運転手として

 
8 労判 1244 号 33 頁 
9 本決定では解雇手続の相当性の中で検討されておりますが、一般的には解

雇回避義務が尽くされたか否かという争点で検討されることが多いと思われま

す。 

稼働する意思は一切ないものと即断し、解雇の対象とする
のは人選の手法として合理的なものとは認め難い。」 
 
（４）本決定のポイント 

本決定においては、前記２（２）で言及した整理
解雇の四要素に関する一般論は示していないものの、
当該要素を前提として判断を行っていると考えられてい
ます8。 

本件では、人員削減の必要性については認められ
た一方で、解雇手続の相当性、人選の合理性につい
ては否定されました。特に、希望退職者募集を経ない
解雇は、解雇権濫用に該当するという判断がされやす
い傾向にありますので、留意が必要です9。 

なお、コロナ感染症拡大を契機とする有期雇用契
約社員に対する整理解雇の有効性が問題となったセ
ンバ流通（仮処分）事件（仙台地判令和 2・8・
21 労判 1236 号 63 頁）においては、使用者が特
に雇用調整助成金を利用しなかったことについて、解
雇回避措置が不十分であった旨の判断をしておりま
す。 

本決定が認定した事実によれば、債務者（使用
者）は、債権者（労働者）の解雇後に雇用助成金
の申請をし、支給を受けているようですが、この点は整
理解雇の有効性の判断に際して検討されていないよう
です。しかしながら、前記センバ流通事件の判示に加
え、厚生労働省「新型コロナウィルスに関する Q＆A
（企業の方向け）」10-問 4・問 5 においても、使用
者に対して雇用助成金の利用によって、できる限り雇
用の維持に努めるよう指導していることからすれば10、コ
ロナ感染症の問題下での整理解雇の際には、まずは、
解雇雇用回避努力義務の一環として雇用調整助成
金の利用を検討することが必要不可欠となるものと考
えます。 

 
以 上

10 厚生労働省ホームページ「新型コロナウィルスに関する Q＆A（企業の方

向け）」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_ir
you/dengue_fever_qa_00007.html 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html
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当事務所から少し歩いた所にある聖橋からの鉄道風景は、都内でも有名な鉄道写真スポットだそうです。丸ノ内線・中央

線・総武線の３路線の電車が一度に交差する写真を撮ろうとカメラを構える方を時折目にします。当事務所の弁護士が通り

がかりに撮影した丸ノ内線・中央線の２路線の電車が交差している写真をご覧ください。 

 

私も、先日、パンフレットに使う写真を撮ろうかと事務所周辺を散策しておりました。その際に見つけた「ミルクホール」さんが

本年 10 月 8 日で閉店されるそうです。「サカエヤ」と書かれた看板に「ミルクホール」の暖簾、昭和の趣が残るお店のたたずま

い。一体何のお店かと思い覗いてみると、近くで働いているであろう方々がラーメンやカレーを召し上がっていました。ランチタイム

でほぼ満席で、賑わっている店内の様子も印象的でした。創業は昭和 20 年、今年で 76 年目だそうです。当事務所の周辺

は有名な飲食店も多いので、これから涼しくなってくる季節、少しだけ足を延ばしてお店の開拓もしていきたいと思っております。 

 

 

 

 

 

編集後記 


