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お手盛り 
作成者：K.O.（3 年） 

例文 

とある先輩ととある後輩たちのとある会話 

X「Z さ～ん、なんで給料上げてくれないんですかぁ」 

Y「Z さんがやってくれるなら誰も文句言わないっすよ」 

Z「そうなんだけどね、好き勝手上げたらお手盛りになっちゃうか

らさ」 

 

お手盛り、響きが良いですよね。かわいいですよ、お手盛り(正直それだけの 

理由で選びました)。ひとつの意味として、『自分で好きなだけ茶碗にご飯を盛る』

というものがあります。食べ盛りの小さい子供がご飯を山盛りよそっている姿

が想像されます。かわいいですね。それだけの意味でしたら、本当に響きも意味

もかわいいだけで終わりますがここでは『法学用語』、そんな甘くないです。で

は、法律に関連する意味としての『お手盛り』とは一体何なのか。実は、この言

葉は会社法を学習するうえで耳にすることになります。そこで認識されている

意味として、『権利者がその地位などを利用して、利己的な操作を加えること』
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というのがあります。一気にかわいげがなくなりました。急に江戸時代の悪代官

が登場したようです。しかもその悪代官は現代にも通じるところがあります。と

いうのも、会社法でお手盛りが問題となるのは、まさに会社のトップが自分のた

めに良いように図っている場面だからです。しかし、そんなことを許してしまっ

てはいけないというのは自明ですよね。そこで法律は、この『お手盛り』をする

ことによって生じてしまう弊害を防止するためにいろんな規定や考え方を示し

ているのです。もちろん、お手盛りという言葉は条文上どこにも出てきません

(響きが可愛いですからね)。しかし、法律用語というのは、見た目は堅苦しくな

いものも多いです。ですので、日常的に使っているような言葉であっても実は法

的な意味を含んでいるかもしれません。ぜひ、皆さんも探してみると視野が広が

るかもしれません。 

 

会社法上の『お手盛り』とは 

 条文上に『お手盛り』という言葉は出てこないが、上述の通りこれによる弊害

を防止するための条文は存在しているのだ。それが、会社法 361 条である。こ

れは取締役の報酬について規定している条文だ。取締役自身が取締役の報酬を

決定することとなっては、利益相反関係にもなりうるだけでなく、取締役同士の

同僚意識からお手盛りも起こりうる。とはいえ、報酬を払わないというのは取締
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役のインセンティブとしては妥当ではなく、結果的にも会社の利益にもならな

い。そこで、会社法は報酬の決め方について規制を設けているのだ。 

定款に報酬等の事項が記載されていない場合は株主総会で決めるということ

となる。なぜ、株主総会でこれを決めることになるのかというと、そもそも取締

役の選任権限を有しているのは株主だからである。そうであれば雇い主が報酬

等の条件を決めることができてよいはずだ。もっとも、取締役の報酬という経営

判断は、経営の素人である株主が詳細に決定することは困難を極める。そのため、

会社法は全部でいくら払うかという最高額だけを定款や株主総会で決めておき

なさいということになっているのだ。 

 以上が、会社法における『お手盛り』とそれを取巻く諸問題である。 

 

参考文献 

 神田秀樹『会社法のきほん第 2 版』(ナツメ社 2020)150 頁 

 Weblio 辞書『お手盛り』（2021 年 8 月 18 日閲覧）

https://www.weblio.jp/content/%E3%81%8A%E6%89%8B%E7%9B%9B

%E3%82%8A  
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キャッシュアウト 
作成者 Y.A.（2 年） 

例文 

A:「C 社の株式を買い集めています。B さん売ってくれません 

か。」 

B:「C 社の株式は売りたくありません。」 

A:「そうですか。」 

～数か月後～ 

A:（ようやく C 社の株式を９０％買い集めることが出来た。残りは

１０％だ。） 

「B さん、C 社の株式を売ってくれませんか。」 

B:「ですから、C 社の株式は売りたくありません。」 

A:「そうですか。それでは、キャッシュアウトします。」 

 

キャッシュアウトとは、会社法では少数株主を解消することを意味する。キャ 

ッシュアウトにはいくつかの方法が存在するが、その中でも特に特別支配株主

の株式売渡請求は便利な制度だと感じた。なぜなら、この方法を使えば株主総会
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決議なしでキャッシュアウトをすることができるからである。以下では、特別支

配株主の株式売渡請求について説明したいと思う。 

 

特別支配株主の株式売渡請求 

 特別支配株主の株式売渡請求という制度は平成２６年改正によって新設され

た制度である。特別支配株主とは、議決権の１０分の９以上を有する株主の事で

ある（会社法 179 条 1 項）。この制度は、特別支配株主の請求があれば強制的に

他の株主の株式を買い取ることができる。 

事例の説明 

 最初に A さんが B さんにＣ社の株式を売ってもらおうとしたとき、Ａさんは

議決権の１０分の９以上を有していないため、特別支配株主ではなかった。Ａさ

んは特別支配株主ではないため、ＢさんからＣ社の株式を強制的に買い取るこ

とができなかった。しかし数か月後、Ａさんは C 社の株式を買い集め、議決権

の１０分の９以上を有していた。そのため、A さんは特別支配株主となった。特

別支配株主となった A さんは株式売渡請求をすることができる。したがって、

A さんは B さんから強制的に C 社の株式を買うことができる。少数株主である

B さんを解消したことによって、A さんはキャッシュアウトすることができた。 
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参考文献 

 神田秀樹『会社法第二十三版』弘文堂, 2021 年, 130 項-134 項。 
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失念株 
作成者：T.M.（3 年） 

例文 

A：「B さん、君に僕が持っているこの甲会社の株券をあげるよ」 

B：「本当に？ラッキー！」 

～後日～ 

B：「俺は株主だ！株主としての権利をもっているんだぞ！」 

甲会社：「あなたが株主…？A さんが株主のはずですが…。さては B

さん、あなた名義書換請求していないですよね？」 

B：「あ、しまった！忘れてた！これは失念株ってことかよ…」 

 

法学は世の中にある様々な事象を言葉で定義し、解釈する学問である。そんな 

法学の世界の「カッコつけた」定義を感じられるのがこの『失念株』という用語

だ。 

「申し訳ございません！失念しておりました！」…「失念」は日常でも使う機

会があるだろう。「ウッカリ忘れていた」という意味である。『失念株』などと、

「カッコよく」表現しているが、わかりやすく言えば『ウッカリ名義書換しても
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らうのを忘れた株』である（ただし、後述するように、ウッカリ以外の場合もあ

る）。法学は「カッコつけた」定義が好きなのだ。 

日常生活のなかで、「ウッカリ忘れていた」なんて経験はよくあることだ。だ

が、法学の世界でのウッカリは、当事者にとって大きな意味を持ってくる。上の

例でも、Ｂさんのウッカリ忘れがなければ状況は大きく変わってくるのだ。 

カッコつけた定義が好きと言ったが、そんなウッカリの状況もあらかじめ言

葉として定義しているところに法学の奥深さがある。この用語から、そんな法学

の奥深さを感じとってもらいたい。そして、ウッカリ忘れにはくれぐれもご注意

を。 

 

失念株とは 

失念株は、会社法に登場する用語である。株式というものは他人に譲渡するこ

とが可能であるが、この用語はそんな株式譲渡の場面で問題となる。株式譲渡が

行われる場面で、株式を渡す側を「譲渡人」、株式を受け取る側を「譲受人」と

いう。株式の譲受人（上の例だと B さん）が名義書換の請求を失念している場

合を失念株という。先述のとおり、日常で使う失念という言葉はウッカリ忘れて

いた場合を意味するが、失念株では、ウッカリ忘れていた場合だけでなく、わざ

と名義書換をしていない場合も含まれる。 
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株式の譲渡と名義書換 

名義書換がされると、株式の譲受人は会社に対して株主であることを主張す

ることができ、会社もその者を株主として取り扱う義務が生じる。 

上の例のような株券発行会社では、株券を当事者間で交付することで株式が

譲渡される。しかし、譲受人（上の例だと B さん）は、株主名簿上の名義を自

己の名義に書き換えてもらわなければ、会社に対して株主の地位を主張するこ

とができない（会社法 130Ⅰ・Ⅱ）。会社側からしてみれば、当事者間での株式

譲渡が行われたことなど知る由もないからだ。ちなみに、株券は持っているだけ

で適法な権利者と推定されるので（会社法 133Ⅰ）、株券を持った譲受人が会社

に対して名義書換請求をした場合、会社は反証ができないかぎり、名義書換をす

る義務がある。 

では、株券不発行会社の場合はどうか。定款（会社が定める基本的なルールと

思ってもらえるとわかりやすい）に株券発行の規定を置いていない会社を株券

不発行会社という。会社法の世界では、むしろ株券は発行しないほうが原則であ

り、株券発行は例外なのだ（会社法 214）。株券不発行会社の場合、実物の株券

は存在しないため、譲渡当事者間の意思表示があれば、株式譲渡が行われる。こ

の場合、譲渡の第三者（上の例でいうと、この場にいない C さん）や会社に対

して自分が株主であると主張する（これを法律の世界では「対抗する」という）
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ためには、株主名簿上の名義書換が必要になる。この場合の名義書換は、株主名

簿に株主として記載された者（上の例だと A さん）またはその一般承継人（例

えば、A の財産を相続する A の息子）と株式の取得者（B さん）が共同して請

求した場合その他法務省令で定める場合にしかすることができない（会社法 133

Ⅰ・Ⅱ、会社法施行規則 22Ⅰ）。つまり、A さんが自己の株式を譲り渡す意思が

ないにもかかわらず、B さんが勝手に「A さんから株式を譲渡された」と主張し

て名簿上の名義を書換することができない仕組みになっているのだ。 

名義書換がない場合の法律関係はどうなるのか 

株式譲渡が行われたが名義書換がない場合、会社・株主間の関係において、B

さんは自分が株主であることを会社に対して主張することは原則としてできな

い（会社法 130Ⅰ・Ⅱ）。ただし例外が二つある。一つ目は、株主として権利を

行使するために株券の提出が必要な場合である。二つ目は、会社が不当にまたは

過失により名義書換をしなかった場合（最判昭和 41・7・28 民集 20-6-1251）で

ある（先述のように、適法に書換請求がなされれば、会社には名義書換をする義

務が生じるからだ）。 

では、同じく会社・株主間の関係において、名義書換がなくても、会社側から

B さんを株主として取り扱えるだろうか。判例は、取り扱えるとする（最判昭和

30・10・20 民集 9-11-1657）。たとえ名義書換が未了であったとしても、会社が
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自らリスクを負って B さんを株主として取り扱うことを止める理由はないから

である。 

会社に対して B は株主であることを主張することができないとなると、当事

者（AB）間の株式譲渡はどうなるのか。これは、原則として有効である。また、

失念株の当事者間の法律関係について、譲渡当事者間においても譲渡人（上の例

だと A さん）が株主であるとした判例がある（最判昭和 35・9・15 民集 14-11-

2146）が、これには会社・株主間の関係と譲渡当事者間の関係を混同したものと

して、学説からの批判がある。 

 

参考文献 

 神田秀樹『会社法〔第 22 版〕』（弘文堂、2020 年 3 月 30 日）p. 94, p. 95, pp. 

113-116。 

 川村力「判批」岩原紳作ほか編『会社法判例百選〔第３版〕』（有斐閣、2016

年 9 月 30 日）p. 216。 

 


