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［177］ 北法64（6・184）2196

株式移転完全子会社の反対株主がした株式買取請求に係る「公正な価格」の意

義

　最高裁第二小法廷平成24年２月29日決定（民集66巻３号1784頁、裁時1551号

１頁、判時2148号３頁、判タ1370号108頁、金判1388号16頁、金判1394号34頁）

〔参照条文〕会社法773条１項６号、806条１項、807条２項

〔事実〕

　（１）Y 社はゲーム用娯楽機器およびゲーム・娯楽関連ソフトウェアの製造・

販売等を目的とする株式会社であり、A 社はビデオゲーム機用のソフトウェ

アの企画・販売等を目的とする株式会社である。Y 社、A 社は株式を東証一

部に上場していたが、両社間には相互に特別の資本関係は存在していなかった。

本件は、Y 社・A 社を株式移転完全子会社とし、株式移転設立完全親会社と

して B 社を設立する株式移転計画（以下、「本件移転計画」）に基づく株式移

転に対して、Y 社の株主 X が反対して株式買取請求を行い、裁判所に対して

買取価格決定の申立をした事案である。

　（２）本件の経緯は次のようなものである。①平成20年（2008）９月４日、

Y 社は、A 社との間で経営統合に向けた協議を開始することを発表した。②

平成20年11月18日、両社は各取締役会の承認を得て本件移転計画を作成し、同

日の市場取引終了後にこれを公表した。本件移転計画の内容は、（ⅰ）平成21

年４月１日を効力発生日として、Y 社・A 社を完全子会社とする株式移転設

立完全親会社 B 社を設立し、（ⅱ）Y 社の株主、A 社の株主に対し B 社の普通

株式をそれぞれ１：１、１：0.9の比率で割り当てるというものであった（以下、
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「本件移転比率」）。本件移転比率は、両社がそれぞれ外部の第三者機関に依頼

して得た結果を参考に協議を行ない決定されたものである。③平成21年（2009）

１月26日、Y 社の株主総会は本件移転計画を承認する決議を行った。④これを

受けて、平成21年３月26日、Y 社株式は上場廃止となった。⑤平成21年４月１

日、本件移転計画に従い、株式移転の効力が発生した。

　（３）Y 社の株主 X は、本件移転計画の発表（上記②時点）以前の平成20年

10月末ころから Y 社株式を買い集めていたが、本件移転計画の発表直前の11

月４日から18日の間に、Y 社株式の出来高合計（209万8400株）の約55％に相

当する株式（115万500株）を買い集めていた。これにより Y 社の株価は高騰し、

11月18日の Y 社株価の終値は１株875円となったが、同日の本件移転計画発表

を受けて、翌19日には Y 社の株価は値幅制限の下限（ストップ安）である775

円に下落した。その後、Y 社の株価は、一度は回復を見せ、同月28日には889

円となったが、これ以降は下落基調に転じ、12月には760円から810円ほど、平

成21年１月には700円台、２月には650円から700円ほど、３月には同月26日に

上場廃止になるまで500円台後半から650円ほどで推移した。

　（４）X は、株主総会（上記③時点）に先立つ平成21年２月12日に、本件株

式移転に反対する旨を Y 社に通知し、株主総会においても本件移転計画に反

対した上で、Y 社に対して株式買取請求（会社806条１項）を行った。しかし、

X は１株当たり920円による買取を主張したのに対して、Y 社は１株当たり620

円による買取を主張し、協議が不調に終わったため、X は裁判所に価格決定の

申立を行なった（会社807条２項）。

　（５）申立審（原々審、東京地決平成22年３月31日金判1344号36頁）は、以

下のような理由により「公正な価格」を747円とする決定を行なった。すなわち、

共同株式移転を行なう各当事会社が相互に特別の資本関係がない独立した会社

同士である場合、（a）一般に公正と認められる手続によって株式移転の効力が

発生したと認められるならば、①株式移転により企業価値が毀損されたことや、

②株主価値の毀損、株式移転比率の不公正など、株式移転から生じるシナジー

の適正な分配が行われていないことをうかがわせることなどの「特段の事情」

がない限り、当該株式移転は当事会社にとって公正に行われたものと推認され

る。その場合の「公正な価格」は、株式移転の効力発生日を基準として、株式

移転によるシナジーを適正に反映した Y 社の株式の客観的価値を基礎に算定

される。（b）他方、特段の事情が認められるならば、この場合の「公正な価格」
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は、株式移転の効力発生日を基準として、株式移転がなかったならば当該株式

が有していたであろう客観的価値を基礎に算定される。そして本件では、本件

移転計画の発表の翌日、Y 社の株価は大幅に下落し、その後も下落基調で推移

したこと等を理由に、本件移転計画により Y 社の企業価値が毀損されたと市

場が判断したことが推認されるとして、「特段の事情」を認め、「公正な価格」

は（b）の方法により、本件移転計画発表前１ヶ月間の Y 社の株価の終値の平

均によって算定した。これに対して、両当事者ともに抗告した。なお、Y 社は

平成22年４月１日に A 社に吸収合併された。

　（６）抗告審（原審、東京高決平成23年３月１日金判1388号24頁）は、X が

本件移転計画の発表後、Y 社株式を取得したことから、Y 社と A 社の経営統

合の蓋然性が高いことを認識していたと推認されることを理由に、申立審の「株

式移転がなかったならば当該株式が有していたであろう客観的価値」を基礎と

した株価の算定を否定した。そして、本件移転比率による移転計画の発表後に

株式を取得した X には、株式移転から生じるシナジーを適正に分配した正当

な株式移転比率による分配を受ける利益があるにもかかわらず、本件移転計画

発表後の Y 社の株価下落などの事実から本件移転比率は正当な移転比率とは

いえないことが推認されるため、「公正な価格」は、株式移転の効力発生日を

基準として、株式移転によるシナジーを適正に反映した Y 社の株式の客観的

価値を基礎に算定されるとした。算定方法は申立審と同様の方法を採用したた

め「公正な価格」を747円と決定した。これに対して、両当事者とも抗告した

のが本件である。

〔決定要旨〕破棄差戻し

Ⅰ．「公正な価格」の意義

　「株式移転が行われる場合、会社法806条２項所定の株主（以下「反対株主」

という。）は、株式移転完全子会社に対し、自己の有する株式を「公正な価格」

で買い取るよう請求することができる（同条１項）。このように、反対株主に「公

正な価格」での株式の買取りを請求する権利が付与された趣旨は、反対株主に

会社からの退出の機会を与えるとともに、退出を選択した株主には、株式移転

がされなかったとした場合と経済的に同等の状態を確保し、さらに、株式移転

により、組織再編による相乗効果（以下「シナジー効果」という。）その他の

企業価値の増加が生ずる場合には、これを適切に分配し得るものとすることに
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より、反対株主の利益を一定の範囲で保障することにある（最高裁平成22年（許）

第30号同23年４月19日第三小法廷決定・民集65巻３号1311頁参照）。また、上

記の「公正な価格」の額の算定に当たっては、反対株主と株式移転完全子会社

との間に売買契約が成立したのと同様の法律関係が生ずる時点であり、かつ、

株主が会社から退出する意思を明示した時点である株式買取請求がされた日を

基準日とするのが合理的である（前記第三小法廷決定参照）。

　これらのことに照らすと、株式移転によりシナジー効果その他の企業価値の

増加が生じない場合には、株式移転完全子会社の反対株主がした株式買取請求

に係る「公正な価格」は、原則として、当該株式買取請求がされた日における、

株式移転を承認する旨の株主総会決議がされることがなければその株式が有し

たであろう価格をいうと解するのが相当であるが（前記第三小法廷決定参照）、

それ以外の場合には、株式移転後の企業価値は、株式移転計画において定めら

れる株式移転設立完全親会社の株式等の割当てにより株主に分配されるもので

あること（以下、株式移転設立完全親会社の株式等の割当てに関する比率を「株

式移転比率」という。）に照らすと、上記の「公正な価格」は、原則として、

株式移転計画において定められていた株式移転比率が公正なものであったなら

ば当該株式買取請求がされた日においてその株式が有していると認められる価

格をいうものと解するのが相当である。」

Ⅱ．株式移転比率の公正性

　「一般に、相互に特別の資本関係がない会社間において株式移転計画が作成

された場合には、それぞれの会社において忠実義務を負う取締役が当該会社及

びその株主の利益にかなう計画を作成することが期待できるだけでなく、株主

は、株式移転完全子会社の株主としての自らの利益が株式移転によりどのよう

に変化するかなどを考慮した上で、株式移転比率が公正であると判断した場合

に株主総会において当該株式移転に賛成するといえるから、株式移転比率が公

正なものであるか否かについては、原則として、上記の株主及び取締役の判断

を尊重すべきである。そうすると、相互に特別の資本関係がない会社間におい

て、株主の判断の基礎となる情報が適切に開示された上で適法に株主総会で承

認されるなど一般に公正と認められる手続により株式移転の効力が発生した場

合には、当該株主総会における株主の合理的な判断が妨げられたと認めるに足

りる特段の事情がない限り、当該株式移転における株式移転比率は公正なもの
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とみるのが相当である。

　株式が上場されている場合、市場株価が企業の客観的価値を反映していない

ことをうかがわせる事情がない限り、「公正な価格」を算定するに当たって、

その基礎資料として市場株価を用いることには合理性があるといえる。そして、

株式移転計画に定められた株式移転比率が公正なものと認められる場合には、

株式移転比率が公表された後における市場株価は、特段の事情がない限り、公

正な株式移転比率により株式移転がされることを織り込んだ上で形成されてい

るとみられるものである。そうすると、上記の場合は、株式移転により企業価

値の増加が生じないときを除き、反対株主の株式買取請求に係る「公正な価格」

を算定するに当たって参照すべき市場株価として、基準日である株式買取請求

がされた日における市場株価や、偶発的要素による株価の変動の影響を排除す

るためこれに近接する一定期間の市場株価の平均値を用いることは、当該事案

に係る事情を踏まえた裁判所の合理的な裁量の範囲内にあるといえる。」

Ⅲ．本件の判断

　「これを本件についてみるに、前記事実関係によれば、Y 社と A 社は、相互

に特別の資本関係がなく、本件株式移転に関し、株主総会決議を経るなどの一

般に公正と認められる手続を経て、本件株式移転の効力が発生したというので

あり、本件総会に先立つ情報の開示等に問題があったことはうかがわれない。

そうであれば、本件総会における株主の合理的な判断が妨げられたと認めるに

足りる特段の事情がない限り、本件株式移転比率は公正なものというべきとこ

ろ、市場株価の変動には様々な要因があるのであって、専ら Y 社の市場株価

の下落やその推移から、直ちに上記の特段の事情があるということはできず、

他に、本件において、上記特段の事情の存在はうかがわれない。したがって、

本件株式移転比率は公正なものというべきである。

　原審は、本件株式移転により企業価値が増加することを前提としながら、以

上と異なり、本件株式移転比率は企業価値の増加を適切に反映したものではな

く、公正なものではないとして、本件株式移転の内容が公表された平成20年11

月18日より前の１か月間の市場株価の終値を参照して「公正な価格」を算定し

た点において、その判断には、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反

がある。」として原決定を破棄し、本件を原審に差し戻した。

　なお、本決定には須藤正彦裁判官の補足意見が付されている。
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〔評釈〕

１．はじめに－本決定の意義

　本決定は、最高裁として初めて、企業組織の再編により企業価値の増加が生

じる場合（最高裁の表現では「企業価値の増加が生じない場合…以外の場合」）

の「公正な価格」について、その算定枠組みを示した点に意義があるとされて

いる1。そこで、以下では（１）これまでの最高裁決定との関係、および、（２）

本件下級審決定との関係から、本決定の意義を検討する。

　（１）まず、これまでの最高裁決定との関係では、平成23年４月19日の最高

裁決定（最決平成23年４月19日民集65巻３号1311頁）において、組織再編によ

りシナジー効果などの企業価値の増加が生じない場合の「公正な価格」の意義

が示されていた。それによると、企業価値の増加が生じない場合の「公正な価

格」とは、株式買取請求がなされた日を基準時として算定した、当該組織再編

行為の株主総会承認決議がなされなければ株式が有していたであろう価格であ

る。これに対して、本決定が明らかにしたのは、企業価値の増加が生じた場

合2の「公正な価格」であり、その場合の「公正な価格」とは、株式買取請求が

なされた日を基準時として算定した、株式移転比率が公正ならば株式が有して

いたと認められる価格であることが示された。これまで最高裁において、企業

1 本決定に関する評釈・論文として、森まどか・判批・ジュリ臨増1453号（2013）
101-102頁、柳明昌・判批・リマークス46号（2013＜上＞）94-97頁、飯田秀総・
判批・法教390号（2013）18頁、和田宗久・判批・法セ増（新・判例解説
Watch）12号（2013）127頁、鳥山恭一・判批・金判1389号（2013）１頁、弥永
真生・判批・ジュリ1441号（2013）２頁、伊藤靖史・判批・判評647号（判時
2166号）（2013）172-178頁、石綿学・判批・商事1967号（2013）12頁 -20頁、
1968号（2013）13-20頁がある。また、本件第一審決定の評釈等については、
江頭憲治郎・判批・金判1353号（2013）２- ７頁、森田果・判批・商事1910号（2013）
４-17頁、 太 田 洋・ 判 批・ 商 事1906号（2013）53頁 -62頁、1908号（2013）
47-55頁を参照。
2 正確には、最高裁決定は本件を「株式移転によりシナジー効果その他の企業
価値の増加が生じない場合…以外の場合」としており、企業価値の増加があっ
たことを積極的には認定していない。これは、株式買取請求における株価決定
の申立事件が非訟事件であるところ、反対株主側が企業価値の毀損の事実を疎
明できなかったためであると考えられる（本件判批・判タ1370号（2013）109
頁の匿名コメント参照）。
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価値の増加が生じた場合の「公正な価格」の意義を明示した判例はなく、本決

定は最高裁として初めてこれを明らかにした点に意義がある。

　また、「公正な価格」を株式移転比率が公正ならば株式が有していたと認め

られる価格と理解する場合、株価算定に際して株式移転比率の公正さの判断が

必要となるところ、本決定は、株式移転比率の公正さの判断基準として、相互

に特別の資本関係がない会社間の場合には、一般に公正と認められる手続によ

り株式移転の効力が発生したならば当該株式移転比率は公正とみなす、とする

基準を明らかにしている。

　（２）次に、原審までの決定と本決定の関係について、本件第一審決定では、

株式移転比率決定手続が一般に公正と認められる場合であっても、株価の下落

があるならば、企業価値の毀損が推認されると判断したのに対して、本決定は、

移転比率決定手続が一般に公正と認められるならば、株価の下落をもって直ち

に企業価値の毀損を認めることはできないと判断している。本件第一審決定と

本決定では、「市場株価の下落」を移転比率が公正ではないことを示す要素と

して把握している点では共通するものの、移転比率の公正さの推認を直ちに覆

すものとして評価するか否かという、要素の評価の点には相違が存在している。

したがって、本決定は、原審までの決定とは異なる株式移転比率の公正性判断

の方法を採用したと考えられ、その判断方法が注目されるところである。

　そこで、本稿では、①まず本決定により最高裁が初めて明らかにした、組織

再編によって企業価値が増加した場合の「公正な価格」の意義を検討し、②次

に、本決定の具体的解決に直結する判断の基準として示された、株式移転比率

の公正さの判断方法について検討する。なお、下図は最決平成23年４月19日と

の関係で本決定の位置づけを示したものである。
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２．「公正な価格」の意義

２. １　「公正な価格」の判断枠組

　原審までの決定と本決定はともに、企業組織再編の当事会社が相互に特別の

資本関係を有していたか否かを区別して扱っている点、および本件の株式移転

が特別の資本関係のない当事会社間における株式移転であることを認定する点

で、判断枠組および資本関係の評価ともに共通している。そこで本稿では、特

別の資本関係のない当事会社間の株式移転に反対する株主が株式買取請求を行

う場合に対象を絞って、「公正な価格」の判断枠組を検討する。なお、原審は、

株式移転がなかったならば株式が有していたであろう客観的価値を基礎とした

本件第一審の株価算定を否定し、本件移転比率による株式移転がなかったなら

ば株式が有していたであろう客観的価値を基礎とした株価算定を行っている。

原審は、第一審決定によって示された判断枠組（「理由」中「第３　当裁判所

の判断」の「３　本件株式買取価格の判断基準」の部分）を修正して以上の判

断を行っているが、本件第一審や本決定のように「公正な価格」の判断枠組を

示していないため、以下では本決定と第一審決定の判断枠組を中心に検討する。

　まず、第一審決定は、資本関係のない当事会社間の株式移転については、第

一に、一般に公正な手続によって効力が発生したか否かを判断する。一般に公

正な手続によって効力が発生したと認められる場合、原則として「公正な価格」

は、当該組織再編によるシナジー効果等の企業価値の増加を公正に配分した価

格（以下、「シナジー反映価格」）として算定されるとする。第二に、一般に公

正な手続によって効力が発生したと認められる場合であっても、例外的に、①

株式移転自体によって当事会社の企業価値が毀損される（企業価値の毀損）こ

とや、②株式移転条件が当事会社の株主にとって不利であることなどの「特段

の事情」が存在しないかについて判断される。「特段の事情」が認められる場

合には、「公正な価格」は、当該組織再編をしなければ当該株式が有していた

であろう価格（以下、「ナカリセバ価格3」）として算定される。したがって、

第一審決定の判断枠組によると、株式移転の効力が一般に公正な手続によって

効力を生じたものであり、かつ、「特段の事情」がない場合には、「公正な価格」

3 平成17年会社法制定前の商法408条の３第３項が「承認ノ議決ナカリセバ其ノ
有スベカリシ公正ナル価格」と定めていたことから、会社法制定後もこのよう
に呼ばれている。江頭憲治郎『株式会社法 第４版』（有斐閣、2011）810頁参照。
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が「シナジー反映価格」として算定され（後述２. ３の検討の（２）の場合）、

それ以外の場合には「公正な価格」は「ナカリセバ価格」として算定されるこ

とになる（後述２. ３の検討の（１）（３）の場合）。

　これに対して、本決定は、第一に、企業価値が増加しないか否かの判断を行

う。企業価値が増加しない場合、すなわち、企業価値が減少する場合と、企業

価値に変化が生じない場合には、「公正な価格」は「ナカリセバ価格」となり（後

述２. ３の検討の（１）（２）の場合）、他方で、企業価値が増加しない場合以外、

すなわち、企業価値が増加する場合には、公正な手続によって効力が発生した

ならば、「公正な価格」は「シナジー反映価格」となるとされている（後述２. ３

の検討の（３）の場合）。本決定は、「ナカリセバ価格」と「シナジー反映価格」

の適用場面を区別するに際して、「組織再編により企業価値が増加しないか否

か」を基準としている点で、第一審決定とは異なる判断枠組を採用したものと

いうことができる4。

２. ２　裁判例・学説の整理と本決定の位置づけ

　企業組織再編時の「公正な価格」についてこれまでに裁判例・学説が示して

きたことを整理すると、次のようになる5。

　まず、裁判例は、本決定および最決平成23年４月19日によって、会社法にお

ける企業組織再編時の「公正な価格」には、①当該組織再編をしなければ当該

株式が有していたであろう価格（「ナカリセバ価格」）の場合と、②当該組織再

編によるシナジー効果等の企業価値の増加分を公正に配分した価格 （「シナ

ジー反映価格」）の場合の２つの場合があるとする理解が確立している。学説

においても、「公正な価格」の意義を「ナカリセバ価格」と「シナジー反映価格」

の二分法によって理解する見解が通説である6。また、基準時となる株式買取請

求時の株価の算定方法については、本決定を含むこれまでの裁判例は、「裁判

4 この点を明確に指摘するものとして、石綿・前掲注（１）17頁 -18頁がある。
5 江頭・前掲注（３）809-810頁、伊藤靖史 = 大杉謙一 = 田中亘 = 松井秀征『会
社法 第２版』（有斐閣、2011）381-386頁、神田秀樹『会社法 第15版』（弘文堂、
2013）335-337頁、田中亘「『公正な価格』とは何か」法教350号（2009）63-64
頁参照。
6 藤田友敬「新会社法における株式買取請求権制度」黒沼悦郎＝藤田友敬編『企
業法の理論 上巻』（商事法務、2007）282頁参照。
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所による買取価格の決定は、客観的に定まっている過去のある一定時点の株価

を確認するものではなく、裁判所において、上記の趣旨に従い、『公正な価格』

を形成するものであり、また、会社法が価格決定の基準について格別の規定を

置いていないことからすると、その決定は、裁判所の合理的な裁量に委ねられ

ているものと解される」と述べて、裁判所の裁量事項に含まれるとしている7。

本決定は、裁量事項に含まれる「公正な価格」を算定するために参照すべき市

場株価について、基準日を株式買取請求権の行使日と判断したうえで（本稿

２. ４参照）、基準日における市場株価やこれに近接する一定期間の市場株価の

平均値を用いることを示している。

　次に、「ナカリセバ価格」と「シナジー反映価格」の適用場面の区別基準に

ついて、これまでの裁判例は、当該組織再編行為によって企業価値が毀損され

た場合には、「公正な価格」を「ナカリセバ価格」とする8。こうした裁判例の

判断に対しては、学説により、企業価値が毀損された場合の株式買取請求の機

能は、不合理な組織再編に対して株主の投下資本回収の利益を確保する点にあ

るため、適切なものとする評価がなされている9。反対に、企業価値の毀損がな

い場合の「公正な価格」については、本決定のように、「公正な価格」は「シ

ナジー反映価格」であると判断されることが多い10。もっとも、企業価値の毀

損がなく移転比率が問題となっている場合にも「公正な価格」を「ナカリセバ

価格」として算定する下級審裁判例も存在しており11、裁判例の判断は一致し

ていないことが指摘されている12。通説は、企業価値の毀損がない場合にはシ

ナジー等による企業価値増加分の分配についても問題となることから、「公正

7 最決平成23年４月19日。下級審の詳細な検討は、柳・前掲注（１）95頁参照。
8 最決平成23年４月19日、神戸地決平成21年３月16日金判1320号59頁、東京地
決平成22年３月５日金判1339号44頁、東京高決平成22年７月７日金判1346号14
頁。
9 藤田・前掲注（６）280-281頁参照。
10 大阪地決平成20年11月13日金判1339号56頁、東京地決平成21年４月17日金判
1320号31頁。
11 東京地決平成22年３月30日金判1354号28頁、東京地決平成22年11月15日金判
1357号32頁参照。
12 柳・前掲注（１）96頁、鳥山・前掲注（１）１頁参照。
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な価格」は「シナジー反映価格」であると理解しており13、最決平成23年４月

19日の田原裁判官の補足意見は、こうした通説の見解を取り入れている。

　本決定は、２. １で述べたように、「ナカリセバ価格」と「シナジー反映価格」

の２分法を基礎とした「公正な価格」の判断を行っており、適用場面の区別に

ついて企業価値を基準とする判断枠組を採用している。また、本決定は、最決

平成23年４月19日の田原裁判官の補足意見によって示された、「株式会社の組

織再編に伴いシナジーが発生する場合に、学説上、（…）『公正ナル価格』は、

シナジーを考慮して定めるべきであるとの指摘」に沿って、企業価値が増加す

る場合の「公正な価格」は「シナジー反映価格」であると判断した。したがっ

て、上記の裁判例・学説との関係では、本決定は「公正な価格」に対する先行

裁判例・学説の一般的な見解に沿う理解をしているものとして位置づけられる。

２. ３　「ナカリセバ価格」と「シナジー反映価格」の適用場面の検討

　２. １で指摘したように、本決定と第一審決定では、「公正な価格」の判断枠

組が異なっている。そこで、以下では、第一審決定・本決定の判断枠組の相違

が、「ナカリセバ価格」と「シナジー反映価格」の適用場面の判断にどのよう

な相違をもたらすか、具体的に検討していく14。（１）まず、企業価値が減少す

る場合である。本件第一審決定の枠組によると、「特段の事情」が認められる

ため、「公正な価格」は「ナカリセバ価格」となる。本決定の枠組においても、

企業価値が減少する場合は、「企業価値が増加しない場合」に含まれるため15、

「公正な価格」は「ナカリセバ価格」となる。（２）次に、企業価値が変動しな

い場合である。「ナカリセバ価格」と「シナジー反映価格」は、「シナジー反映

価格」がシナジー効果分の配分を「公正な価格」として算定に加える点で、組

織再編がなかった場合の価格だけを算定に加える「ナカリセバ価格」の算定方

法とは異なる。もっとも、企業価値が変動しない場合には、「シナジー反映価格」

のシナジー効果として配分される価格が０であるため、「ナカリセバ価格」と「シ

13 江頭・前掲注（３）810頁、鳥山・前掲注（１）１頁参照。
14 一般的には、適用場面に相違が生じる結果、基準時における株価算定資料と
なる市場株価の時点に差が生じると理解されている。
15 「企業価値が増加しない場合」には、企業価値が変動しない場合と、企業価
値が減少する場合が含まれるためである。
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ナジー反映価格」の算定結果として反対株主に保障されるのは、ともに組織再

編がなかった場合の価格に相当する価格となる。したがって、企業価値が変動

しない場合は、どちらの価格によって算定しても反対株主には同一の価格が保

障されるため、第一審決定・本決定が示した「ナカリセバ価格」と「シナジー

反映価格」の振り分け方の相違は、問題とはならない。（３）さらに、企業価

値は増加するが、株主価値が毀損される場合やシナジー配分が不公正な場合な

ど、当事会社の株主にとって不公平な場合である。第一審決定によると、この

場合は「特段の事情」が認められるため、「公正な価格」は「ナカリセバ価格」

となる。他方、本決定によると、企業価値が増加することは「企業価値が増加

しない場合以外の場合」に含まれるため、「公正な価格」は「シナジー反映価格」

となる。以上の検討によると、第一審決定・本決定の判断枠組の相違が「ナカ

リセバ価格」と「シナジー反映価格」の適用場面に差をもたらすのは、（３）

の場合である。そこで、（３）企業価値は増加するが、株主価値が毀損される

場合やシナジー配分が不公正な場合など、当事会社の株主にとって不公平な場

合について検討する。

　まず、第一審決定は、「企業価値が毀損される場合」、「株主価値が毀損され

る場合」と「シナジー配分が不公正な場合」を分けている。これは、次のよう

な学説の理解を背景としているものと思われる16。すなわち、具体例として、A

社（企業価値100）、B 社（企業価値200）が、共同で株式移転完全親会社 C 社

を設立することを考える。単純化のために、設立後の C 社の企業価値が330（＝

100＋200＋シナジー効果30）になることと、シナジー効果は各企業の企業価値

の比率（A：B ＝１：２）に比例することを仮定すると、（a）公正な場合とは、

A 社株主に対して企業価値110、B 社株主に対して企業価値220相当の C 社株

式を配分する場合である。他方、（b）A 社の株主価値が毀損される場合とは、

A 社株主に対して企業価値90（< 組織再編前の企業価値100）、B 社株主に対し

て企業価値240相当の C 社株式を配分するなど、A 社株主にとって組織再編前

の企業価値100を下回る分配比率を定めることを指す。また、（c）A 社株主に

シナジーが適正に配分されない場合とは、A 社株主に対して企業価値105、B

社株主に対して企業価値225相当の株式を配分するなど、シナジー効果30に対

16 より現実的な設例を用いた解説については、藤田・前掲注（６）270頁以下
の設例を参照。
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する分配比率に不公平がある場合を指す17。さらに、（d）企業価値が毀損され

る場合とは、C 社の企業価値が300以下となる場合を指す。学説は、このよう

な理解を前提にして、株式買取請求権の趣旨を、反対株主の退出機会の確保と、

シナジー効果が生じる場合にはその公平な分配を受ける利益の確保により、反

対株主の経済的利益を保護することにあるものと解したうえで、企業価値が毀

損される（d）の場合には「公正な価格」を「ナカリセバ価格」とする一方、

例（b）（c）の場合には「シナジー反映価格」とする場面の区別を行っている。

　本件第一審決定の枠組では、（３）企業価値が増加し株式移転比率が問題と

されている場合（上述した具体例の（b）（c）に相当）、「公正な価格」は「ナ

カリセバ価格」となるため、シナジー増加分は保障されない。上の具体例に即

して述べると、A 社株主に対して C 社の企業価値100に相当する利益を保障す

るにとどまることになる。本件第一審決定の判断枠組は、この点において批判

されている18。

　これに対して、本決定は、株式買取請求権の趣旨を「反対株主に会社からの

退出の機会を与えるとともに、退出を選択した株主には、株式移転がされなかっ

たとした場合と経済的に同等の状態を確保し、さらに、株式移転により、組織

再編による相乗効果（以下「シナジー効果」という。）その他の企業価値の増

加が生ずる場合には、これを適切に分配し得るものとすることにより、反対株

主の利益を一定の範囲で保障」するものであることを確認した上で、（３）の

場合の「公正な価格」が「シナジー反映価格」であることを判示している。し

たがって、本決定は、企業価値が増加する場合の「公正な価格」の内容につい

て、本件第一審決定を批判する評釈等の見解と同様の理解をしているものと考

17 なお、（c）の分配比率が不公平とされるのは、シナジー効果が各企業の企業
価値の比率（A：B ＝１：２）に比例していることを仮定したためである。こ
の仮定がなければ、（c）の分配比率に従ってシナジーが分配されたとしても、
分配比率の公正さについて問題が生じるとは限らない。
18 本件第一審決定のこうした判断枠組は、評釈等においても批判されていたと
ころであった。本件第一審の評釈等が第一審の判断枠組を批判する要点は、結
局、「特段の事情」の内容として「企業価値が毀損される場合」と「企業価値
の増加分の分配が不適切な場合」を区別せずに含めているため、「ナカリセバ
価格」と「シナジー反映価格」の適用場面が不適切になる点にある。江頭・前
掲注（１）５頁参照。
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えられる。

２. ４　「公正な価格」の算定基準時

　平成23年４月19日の最高裁決定と本決定において示された判断を総合する

と、「公正な価格」の算定基準時は、企業価値の増減にかかわりなく、株式買

取請求がなされた日となる。本決定が「公正な価格」の算定基準時を株式買取

請求日とする理由は、株式買取請求日が、反対株主と株式移転完全子会社との

間に売買契約が成立したのと同様の法律関係が生ずる時点であり、かつ、株主

が会社から退出する意思を明示した時点であることによる。また、本決定が参

照する最決平成23年４月19日による算定基準時確定の理由としては、①株式買

取請求を行った反対株主は、会社の承諾を得なければ当該買取請求を撤回する

ことはできないこと（会社785条６項19）、②買取請求日以降を基準時とすると、

反対株主は、買取請求を撤回できないにもかかわらず、買取請求日から基準時

までの組織再編行為以外の要因による価格変動のリスクを負担することになる

こと、他方で、③買取請求日以前（株主総会の承認決議時など）を基準時とす

ると、反対株主は、基準日の株価が基準日以降の株価を上回っている場合にだ

け買取請求をすればよいことになり、基準日以降の組織再編行為以外の要因に

よる価格変動リスクを一切負担しないことになることが挙げられている。最決

平成23年４月19日は、組織再編により企業価値が増加しない場合の事案につい

てなされた判断であるが、算定基準時確定のために挙げられた②③の理由は、

本件のように組織再編行為により企業価値が増加する場合にも妥当すると考え

られる20。このため、本決定が②③を理由として挙げなかったのは、最決平成

23年４月19日を参照することで十分であると判断したことによると考えられ

る。結局、最決平成23年４月19日と本決定により、組織再編行為による企業価

値の増減にかかわらず、「公正な価格」の算定基準時が株式買取請求を行った

19 最決平成23年４月19日は吸収合併消滅会社に対する反対株主の株式買取請求
の事案であるため、裁判所は吸収合併に反対する株主の株式買取請求権を規定
した会社法785条６項を参照している。株式移転については、会社法806条６項
が同様の内容を規定している。
20 最決平成23年４月19日の評釈等において、当該決定の射程が、企業価値の増
加する場合の算定基準時確定の事案にまで及ぶものとして考えられていたこと
を指摘するものとして、伊藤・前掲注（１）175頁がある。
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時点となることが判例法理として確定した21。

　他方、本件第一審決定・原審決定は、株式移転の効力発生日を基準として「公

正な価格」を算定しているが、その理由は明らかにされていない。原審決定が

示された後の最決平成23年４月19日において、那須裁判官の補足意見が、「本

件のように、『ナカリセバ価格』が問題となる中での買取請求に係る株式の場

合には、…基準日をどう設定するかは、なお適切・不適切の問題にとどまるの

であって、いずれかの時点が基準日として一義的に正しく、他は誤りとするよ

うな絶対的な判断が可能なものとして理解されるべきものではない」ことを理

由に、基準時を株式買取請求時に確定することに反対している。原審決定後の

裁判例の判断も視野に入れると、本件第一審決定・原審決定は、この補足意見

と同様に、基準日を一義的に決定することは適切ではないと考えて、裁判所の

裁量的事項として理由を明示することなく基準日を確定した可能性が考えられ

る。こうした本件第一審決定・原審決定および最決平成23年４月19日の那須裁

判官の補足意見に対して、本決定は同様の立場を採用せず、上述した理由を挙

げて「公正な価格」の算定基準時が株式買取請求時として一義的に確定される

ことを示した。

　なお、本決定の評釈のなかには、「会社法制の見直しに関する要綱」において、

株式移転の効力発生日を算定基準時とする案が示されているため、今後の最高

裁決定において、算定基準時を株式移転の効力発生日とする変更が行われる可

能性を指摘するものがある22。

３．株式移転比率の公正さの判断方法

３. １　本決定の判断方法とその理由

　これまで検討してきたように、本決定は、「ナカリセバ価格」と「シナジー

21 なお、具体的な株価の参照時期について、一般的な学説は、「ナカリセバ価格」
の算定の場合は移転計画発表以前の株価が資料とされ、「シナジー反映価格」
の算定の場合は現在の株価が参照されると分析している。藤田・前掲注（６）
292-293頁参照。こうした理解によると、「公正な価格」の算定基準時が株式買
取請求を行った時点に定まっても、「ナカリセバ価格」と「シナジー反映価格」
の適用次第で、「公正な価格」を算定するための資料となる市場株価の時間的
な範囲は異なることになる。
22 和田・前掲注（１）129-130頁参照。
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反映価格」の適用場面を企業価値が毀損されるか否かを基準に区別したうえで、

企業価値の増加が生じた場合の「公正な価格」を、株式移転比率が公正ならば

株式が有していたと認められる価格とする判断を示した。「公正な価格」の意

義をこのように解すると、次に、株式移転比率が公正か否かの判断が問題とな

る。本決定は、株式移転比率の公正さの基準として、相互に特別の資本関係が

ない会社間の場合には、一般に公正と認められる手続により株式移転の効力が

発生したならば、移転比率は公正と推認するという判断基準を、最高裁として

はじめて明らかにしたものである23。本決定は、移転比率が公正か否かの判断

を基礎として「公正な価格」の算定のために参照する市場株価の期間を決定し

ている。このように、移転比率の公正性判断が本決定に直結しているため、移

転比率の公正性判断基準が本件事案の解決のために最も重要な役割を果たして

いるといえる。

　本決定は、このような判断基準を採用する理由として、①第一に、相互に特

別の資本関係がない会社間において株式移転計画が作成された場合、「それぞ

れの会社において忠実義務を負う取締役が当該会社及びその株主の利益にかな

う計画を作成することが期待できる」こと、②第二に、「株主は、株式移転完

全子会社の株主としての自らの利益が株式移転によりどのように変化するかな

どを考慮した上で、株式移転比率が公正であると判断した場合に株主総会にお

いて当該株式移転に賛成するといえる」ことを挙げている。そして本決定では、

株式移転の効果が一般に公正な手続によって発生したことが認められると、当

該株式移転比率は公正であることが推認され、さらに、株式移転比率が公正で

あると推認されることから、当事会社の市場株価は公正な移転比率を織り込ん

で形成されていることが認められるという判断が示されている。

　これに対して、本件第一審決定では、株式移転計画発表後、Y 社の市場株価

がストップ安まで下落し、その後も日経平均株価に比べて下落傾向が続いたこ

となど「株価の下落」に注目して、本件移転計画が Y 社の企業価値を毀損し

たことを認定している24。こうした第一審の判断方法と比較すると、本件最高

23 弥永・前掲注（１）３頁参照。
24 なお、原審決定は、不公正な株式移転比率に基づく株式移転により「Y 社も
企業価値又は株主価値が毀損された事情がうかがえる」と判断しているため、
本件第一審決定と同様に企業価値の毀損を認定したものと読める。しかし、本
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裁決定は、株式移転の効果について、「一般に公正な手続であるか否か」のみ

を問題としている点に特徴がある。

　このことから、第一に、本決定は、株主の合理的な判断が妨げられたと認め

られる特段の事情25がない限り、裁判所は手続の公正だけに注目することとし

ており、資本関係のない当事会社間の組織再編条件には原則として介入しない

という裁判所の態度が明らかになったことを指摘できる26。なお、須藤裁判官

の補足意見は、①組織再編条件算定の複雑さや困難さを理由に、裁判所による

組織再編条件の算定およびこれを基にした企業価値の算定は不適切かつ非現実

的であること、②また、専門家の鑑定を行えば審理時間の長期化や鑑定費用の

高額化を招き適切ではないことを挙げており、株式移転計画の承認手続の公正

さだけに注目することの合理性が説明されている。

　また、第二に、第一審決定と比較すると、本決定は、市場株価の下落が直ち

に株式移転比率の不公正を認める理由とはならないとしており、株価下落とい

う要因は移転比率の不公正を認定するための決定的な要因ではないと判断して

いることがわかる。本決定はその理由として、市場株価は様々な要因（業績予

想修正、株式の大量売買など）によって変動するものであること、すなわち、

Y 社の株価は移転比率以外の要因で下落した可能性があることを指摘してい

る。また、補足意見では、企業組織再編の際には、経営統合に向けた協議の発

表（2008.9）から統合条件の発表（2008.11）までに時間差があることが一般的

であるため、協議の発表の際に期待が高まり市場株価が上昇したが、統合条件

発表が投資家の意に添わなかったために失望売りが行われることも珍しくない

ことを指摘し、株式移転計画発表後の市場株価の下落は、過熱した期待を修正

決定は、「原審は、本件株式移転により企業価値が増加することを前提としな
がら」として原審が企業価値の増加を認定したものと判断している。これと整
合的に原審決定を読むならば、原審決定の「企業価値…が毀損」の部分は例示
であり、株主価値の毀損のみが実際には認定されていたと読むことになる。伊
藤・前掲注（１）177頁脚注（10）、森・前掲注（１）102頁参照。このように、
原審決定の企業価値についての判断は不明瞭であるため、本稿では企業価値の
判断については原審決定を保留して扱っている。
25 その具体的な例として、相場操縦等により株価が操作された場合などが考え
られる。
26 森・前掲注（１）101-102頁、飯田・前掲注（１）18頁参照。
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したものと評価する余地もあるとする指摘がなされている。補足意見は、株式

移転計画発表前の市場株価が企業価値を適切に反映していなかった可能性を指

摘するものである。本決定中の理由と補足意見はともに、市場株価の変動に対

して裁判所が評価を下すことを避けようとする態度が示されていると理解する

ことができる。

　さらに、本決定の示した判断基準の射程の問題として、移転比率の公正性判

断だけでなく、企業価値増加の判断にもこうした判断基準が及び、かつそれが

望ましいとする見解が示されている27。こうした見解は、独立当事会社の組織

再編の場合、忠実義務を負う取締役が組織再編により企業価値が増加するとい

う判断をしたことが期待され、また、株主も組織再編により企業価値が増加す

ることを期待して賛成したと考えられる点で、本決定の判断基準の採用理由①

②と同様の理由が妥当することを根拠としている。もっとも、本決定が手続面

の公正性判断を行うにとどめた理由を補足意見まで視野に入れて推測すると、

裁判所が限られた時間内に専門的知識を用いて株式移転比率の公正性を判断す

ることが困難であることが根本的な理由であり、こうした困難性ゆえに、取締

役や株主の判断を尊重せざるを得ないとする判断がなされたものと考えられ

る。このように、本決定が取締役や株主の判断の尊重という理由に消極的な意

義を認めたにとどまるならば、上記の見解が示すような本決定の基準の積極的

な適用場面の拡張は、本決定の意図しないものであると考えられる。したがっ

て、本決定の示した判断基準の射程が、企業価値増加の判断にまで及ぶと考え

ることは困難であると思われる。

　企業価値増加の判断について、本決定の補足意見は、分配比率の増加分を公

正に分配した株価を算定することの困難さを指摘しているが、企業価値増加の

有無の判断を不可能とはしていない。また、平成17年会社法改正により株式買

取請求権には株主の投下資本回収の機能に加えて、経営者や多数株主の多数決

に対するチェック機能が付加され、それに伴い裁判所が後者についても判断す

るようになり28、株式買取請求における裁判所の役割が拡充されたところであ

る。これらのことを考えると、企業価値増加の判断については、裁判所は手続

27 森・前掲注（１）102頁、石綿・前掲注（１）17頁、伊藤・前掲注（１）177
頁参照。
28 藤田・前掲注（６）276-277頁参照。
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面の公正性判断にとどまらずより踏み込んだ判断を行う可能性が考えられる。

したがって、裁判所が企業価値増加の判断を行う際には、本決定の採用した手

続の公正性判断基準以外の基準を採用する可能性があり、本決定の射程は、企

業価値が増加するかどうかの判断には及ばないものと思われる。

　以上の検討をまとめると、本決定によって、資本関係のない会社間について

は、裁判所が組織再編条件に介入することを回避する姿勢と、組織再編条件の

公正性に関して市場株価変動に対して評価することを回避する姿勢が示され、

裁判所の判断の焦点が組織再編行為の効果発生手続の公正性に絞られることが

明らかにされたということができる。

３. ２　一般に公正と認められる手続の内容

　一般に公正と認められる手続として、本決定は、①株主の判断の基礎となる

情報が適切に開示されること、②適法に株主総会で承認されることを挙げてい

る。これに対して、資本関係がある当事会社間の組織再編に関する下級審決

定29では、①②に加えて、③「第三者機関の株価算定を踏まえるなど合理的根

拠に基づく交渉を経て合意に至ったこと」も公正な手続と認めるための要件と

された30。これと対比すると、本決定は、相互に特別の資本関係がない会社間

の株式移転の場合、③第三者機関による移転比率の算定を基にした交渉につい

ては、常に要求する必要はないと判断したものということができる31。もっと

も、本件では Y 社・A 社双方が外部の第三者機関に移転比率の算定を依頼し

た結果を基に本件移転比率を決定していたため、本決定は③を要件としている

が、単に言及しなかった可能性もある。

29 前掲注（12）東京地決平成22年３月30日参照。
30 手続の公正性判断の要件に第三者機関による評価が含まれる下級審決定の背
景には、最決平成21年５月29日金判1326号35頁（レックス・ホールディングス
事件）の補足意見において、全部取得条項付種類株式の取得価格は「公正な価格」
と解されていること、および、取得価格の決定に際しては、透明性の確保され
た手続が執られることが要請されているとして、その具体的内容として「買付
け等の価格の算定に当たり参考とした第三者による評価書、意見書その他これ
らに類する」書類の添付が挙げていることの影響があるものと思われる。
31 石綿・前掲注（１）15頁は、③が要件として常に要求されるものではないこ
とが判示されたものとして、本決定を理解している。
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　本決定が③を要件として挙げなかったことについて、本決定の評釈等では、

株主総会承認決議の際に多くの株主が非合理的な決定を行う可能性があること

を指摘し、本決定が③を要件として明確に言及していないことを問題視するも

のがある32。こうした見解の背景には、組織再編について差止制度が認められ

ていないなどの日本の会社法制のなかでは、組織再編条件の公正性を担保する

制度として反対株主の株式買取請求権を強化する必要があるという理解があ

る33。このように理解すると、本決定が示した手続面の公正性のみを判断する

基準は、反対株主の株式買取請求権を弱めるものとして評価されうる。

　もっとも、本決定が「相互に特別の資本関係がない会社間において、株主の

判断の基礎となる情報が適切に開示された上で適法に株主総会で承認されるな

ど一般に公正と認められる手続により株式移転の効力が発生した場合」（下線

部は執筆者）としていることに注意すると、③第三者機関による移転比率の算

定を基にして移転比率を決定することも「など」の内容として含まれていると

考えることができる34。このように考える場合、本決定においても③は考慮さ

れていたということができ、上述の批判は当たらないことになる。

　このように、本決定の文言に対しては、第三者機関による移転比率の算定を

基にして移転比率を決定することについて、「など」の内容として要求されて

いるという理解も、明確に言及されていないため要件とはされていないという

理解も、ともに可能であるといえる。

　したがって、これまでの下級審決定と本決定により、「一般に公正と認めら

れる手続」の内容として明らかにされたのは、相互に特別の資本関係がない会

社間の組織再編の場合、少なくとも①株主の判断の基礎となる情報が適切に開

示されること、②適法に株主総会で承認されることが必要であることにとどま

るものと考えられる。

４．残された問題

　これまで検討してきたように、本決定は最高裁として初めて、企業組織の再

32 和田・前掲注（１）130頁参照。
33 江頭・前掲注（３）810頁の脚注（３）、藤田・前掲注（６）284頁参照。
34 この点を指摘して、本決定においても③が考慮されていると推認されるとす
る評釈に、伊藤・前掲注（１）176頁がある。
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編により企業価値の増加が生じる場合の「公正な価格」が「株式移転計画にお

いて定められていた株式移転比率が公正なものであったならば当該株式買取請

求がされた日においてその株式が有していると認められる価格」（「シナジー反

映価格」）であることを明らかにした点、および、株式移転比率の公正性の判

断基準として、一般に公正と認められる手続により株式移転の効力が発生した

ことという手続面を基に判断することを明らかにした点に、先例としての意義

がある。

　もっとも、本決定は、当事会社間に特別の資本関係のない場合を射程として

いるため、資本関係がある場合の株式買取請求における「公正な価格」の判断

基準については明らかにしていない。株式移転比率の公正さの判断方法として

組織再編の承認手続が一般に公正か否かのみを判断するという最高裁の慎重な

姿勢は、取締役に対して忠実義務に沿った移転比率決定を期待することができ

ない資本関係がある会社間の組織再編の場合には、維持することができないも

のと考えられる。この場合にいかなる判断基準が示されるか、今後の最高裁の

判断が待たれるところである。また、３. １で検討したように、本決定は組織

再編による企業価値の増加を前提としているため、企業価値が増加したか否か

の判断方法自体は示されていないことや、３. ２で検討したように、本決定に

より「一般に公正と認められる手続」の内容が確定したとは言い難いことなど

は、本決定に残された問題であり、今後の裁判例の展開が注目されるところで

ある。




