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平成 21年 7月 15 日 

各 位 

 

 会社名 株 式 会 社 ト ラ イ ア イ ズ 

 代表社名 代 表 取 締 役 社 長  池 田 均 

 (ｺｰﾄﾞ：4840 大証ヘラクレス市場Ｇ) 

 問合せ先 取締役経営企画部長 赤根克洋 

 電 話 ０３（３２２１）０２１１ 

 

 

株主総会決議取消訴訟に対する対応方針に関するお知らせ 

 

 平成 21年 6月 16 日付け『訴訟の提起に関するお知らせ』において公表しましたとおり、当社は、当社

監査役である古川孝宏氏（以下「古川監査役」といいます。）から、平成 21 年 3 月 25 日開催の当社定時

株主総会（以下「定時総会」といいます。）における決議の一部の取消しを求める訴訟（以下「本取消訴

訟」といいます。）の提起を受けております。当社は、本取消訴訟の提起を受けてから、これに対する対

応方針について検討を重ねてきましたが、今般、以下に詳細を記載しましたとおり、本取消訴訟において

取消しを求められている事項について、改めて株主総会を開催することにより、株主の皆様のご判断をも

って終局的な解決とする方針を決議しましたので、その内容についてお知らせいたします。 

 

 

記 

 

 当社は、古川監査役の発言、指摘事項に対して、1つ 1 つ確認のうえ、改善・解決を図ることを基本方

針として、当社のコンプライアンス体制の再確認、監査役による監査業務の支援強化といった施策を実施

しておりました。このような状況において、古川監査役から何の指摘もないまま、突如として決議取消の

訴えを提起されたことは、当社として、非常に残念であります。 

 先の定時総会においては、古川監査役の解任議案の採否を巡って、古川監査役との間で紛争が生じまし

た。しかし、本取消訴訟については、株主の皆様、その他の関係者、いずれの方にも何のメリットもなく、

古川監査役が訴訟を提起した理由が理解できません。監査役としての職責を果たすためということであれ

ば、まずは、取締役との協議、監査役会への報告等を通じた解決を図るべきであり、かように突然の訴訟

では、その意図するところが通常の理解の範囲を超えており、当社に対する嫌がらせとしか考えようがあ

りません。 

 加えて、当社は、古川監査役が先の仮処分等において要した弁護士報酬等として約1,500 万円もの支払

いを求められており、さらに、本取消訴訟に要する弁護士報酬についても請求することも明言されていま

す。当社としては、このような費用請求に対しても全面的に争う意向ではありますが、かかる争いに要し

た費用までも請求されかねず、訴訟の無限ループに陥る懸念まで生じています。 

 当社としては、本取消訴訟に正面から争う構えで臨み、司法の場において解決を図りたいという思いで
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すが、他方で、これ以上の費用を生じさせるわけにはいかず、古川監査役との先の見えない無意味な紛争

を継続するわけにもいきません。そのため、臨時株主総会を開催のうえ、株主の皆様のご判断をもって最

終解決とさせていただきたいというのが、当社の基本的な方針であります。 

 古川監査役が現在行っている一連の行為は、監査役としての強大な権限、地位を濫用した行為であり、

このように社内を乱し、また、当社に高額の費用を負担させる行為は、監査役の職分として許されるもの

ではないと考えております。 

 古川監査役との経緯、費用請求の内容、臨時株主総会開催を決定した理由等の詳細については、以下に

記載しておりますので、こちらをご覧ください。 

 

1. 本取消訴訟に至る経緯 

 

(1) 仮処分の申立て 

 

 古川監査役は、全ての社内資料を自由に閲覧し、資料の検討・監査を行っていただきたい、

と伝えているにもかかわらず、会社外に資料を持ち出せないことや、当社から資料を交付し

ないことに不満を抱き、資料の提供を受けていないため監査できないと述べております。こ

のように、1年間も常勤監査役として社内勤務していたにもかかわらず、監査役として当然に

行うべき監査行為について、ほとんど何もせず、監査役としての職務懈怠を問われる状況に

ありました。 

 当社が移転のための荷造りをしている状況において稟議書（過年度）の提出を求められ、

そのような状況において資料の提出ができるはずもないのですが、古川監査役は、これを監

査妨害として主張しており、当社として、古川監査役の目的が全く分かりません。 

 取締役会においては、取締役や他の監査役から説明を求められても、具体性のある説明が

一切ないまま「法令違反」といい続け、決議事項に対して、取締役であるかのように「承認

しない」と声を荒げるなど、正常な会社運営に支障をきたす状況にありました。 

 

 上記の状況を受け、当社としては、古川監査役が監査役として相応しくないと判断される

こと、かかる状況を継続することは当社本来の業務活動の妨げとなることから、株主の皆様

にご判断いただくことを目的とし、定時総会において、古川監査役の解任を目的とする議案

を付議しました。これに対して、古川監査役は、同議案を決議することは、監査役の監査に

対する重大な妨害行為であり、代表取締役による違法行使であるとして、鳥飼総合法律事務

所の鳥飼重和弁護士ら（以下「鳥飼弁護士ら」といいます。）を申立代理人として、当社代

表取締役に対して、当該議案の決議の差止めを求める仮処分の申立てを行いました（平成 21

年 3月 17 日公表の『仮処分命令の申立てに関するお知らせ』をご参照ください。）。 

 

 当社としては、かかる事項が株主の皆様にご判断いただくべき事項であり、株主総会に議

案を付議することが監査妨害になるはずがないと考えておりましたが、古川監査役からは、

これに加えて、招集通知に係る参考書類において、解任に対する監査役としての意見が記載

されていない等の手続上の違反が指摘されました。 

 かかる状況においては、決議に係る手続等について後日の争いとなる可能性が高いと判断
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されたことから、当社としては、監査役の解任という重要議案に関しては、無用な疑義を差

し挟まれることなく、株主の皆様にご判断いただくべきであると考え、定時総会でのご審議

を取り下げさせていただきました（平成 21 年 3 月 24 日公表の『株主総会議案の一部取下げ

に関するお知らせ』をご参照ください。）。 

 

(2) 定時総会後の状況 

 

 上記解任議案の取下げを受け、当社としては、まず、監査役としての経験及び実績が豊富

であり、また、各監査役の取りまとめにも長けている中塩氏を監査役として迎えることとし、

監査役会の機能回復を急務としました。 

 また、これと同時に、取締役会及び監査役会における手続の適正を図ること、また、法律

問題に関するリアルタイムな諮問を目的として、各参加者の同意を得たうえで、取締役会及

び監査役会へのオブザーバーとしての当社顧問弁護士の同席を行いました。 

 

 かかる状況の中、当社としては、当社のコンプライアンス体制の再確認、監査役との関係

の再構築を目的として、まず、古川監査役が違法又は不適切として指摘する事項を明らかに

し、これらについて、1つ 1つ改善・解決を図ることを意図し、監査役会を通じた古川監査役

へのインタビュー、問題として指摘する事項の抽出、常勤監査役との個別面談等を実施のう

え、問題事項の洗出しを進めておりました。 

 

 しかしながら、古川監査役から、下記のとおり、定時総会における一部の決議の取消しを

求める訴訟が提起されるに至りました。古川監査役は、監査役会、取締役会に出席している

にもかかわらず、本取消訴訟について一切説明せず、当社は、マスコミからの取材の電話に

よって、初めて提訴の事実を知るに至りました。 

 また、かかる訴訟とは別に、後述のとおり、古川監査役から、古川監査役の代理人である

鳥飼弁護士らに対する弁護士報酬等合計約 1,500 万円について、古川監査役による職執執行

に要した監査費用であるとして、古川監査役に代わって、鳥飼弁護士らに対する支払いを行

うことを求められております。 

 

(3) 背景 

 

 当社は、定時総会において、また、その後においても、株主の皆様から、当社の本来の業

務以外に時間を費やすことなく、企業として利益の最大化のために尽力すべきこと、また、

取締役と監査役は喧嘩するべきものではなく、あくまでも、監査役が取締役の職務を監督す

ることが期待されていること、いわゆる内輪揉めによって株主の利益を損なうべきではない

こと、といった趣旨の叱りを受けております。 

 

 当社としては、古川監査役が現在行っている一連の行為は、監査役としての地位を濫用し、

また、弁護士までを利用して、当社内部を掻き乱すものであり、当社及び株主の皆様の利益

を目的としたものとは理解できないため、当社として到底是認することができません。先に
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解任議案を提出するに至ったのも、かかる事情を背景としております。 

 他方、このような対立を継続していたのでは株主の皆様に多大なご迷惑をかけ続けてしま

うため、当社としては、株主の皆様のお考えを真摯に受け止めたうえで、上記記載のとおり、

古川監査役の指摘事項を明らかにしたうえで、当社との間の認識の齟齬を排除し、問題点に

ついて 1つ 1つ解決を図ろうと努力してきました。 

 

 しかしながら、定時総会の招集前においても、また、定時総会が終結した後においても、

古川監査役から、決議事項に対する瑕疵その他一切の指摘はなく、今般、社内における一切

の指摘又は議論を経ずして、突如として訴訟の提起を受けたことは、当社としては非常に残

念なことと理解しております。 

 当社としては、従前の経緯を踏まえ、このような問題点については、まずは、法廷闘争に

よることなく、取締役会又は監査役会を通じた指摘を通じて議論・協議を行うことによって、

適切に解決することを期待しており、また、そのように解決できるように、取締役会、監査

役会のあり方を改善してきました。今般の訴訟内容についても、事前に指摘、連絡等がなさ

れていたならば、訴訟という手続を経ることなく、一定の解決が図れたのではないかと推察

されます。 

 

2. 本取消訴訟の内容 

 

(1) 取消しを求められた決議事項 

 

 本取消訴訟において古川監査役が取消しを求めている事項は、以下の 3点です。 

(a) 池田均、赤根克洋及び田中喜之を取締役に選任する旨の決議（第 2号議案の一部） 

(b) 黄瀬将美を監査役に選任する旨の決議（第 3号議案の一部） 

(c) 計算書類を承認する旨の決議（第 5号議案） 

 

 なお、定時総会において決議されたその他の決議事項については、取消訴訟の対象とはさ

れていません。 

 

(2) 当社の考え方 

 

 古川監査役が本取消訴訟において決議を取り消すべき根拠として、計算書類等の承認手続

の不備、株主総会参考書類における監査役の意見等の必要事項の不記載、定時総会における

説明不足といった事項を指摘しています。 

 しかしながら、当社としては、かかる指摘事項のいずれについても、当時の事実関係に即

して対応したものであり、決議を取り消すべき事由には該当せず、古川監査役の主張すると

ころについては、いずれも理由がないと判断しております。 

 

3. 監査費用の請求 
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(1) 仮処分に係る弁護士報酬 

 

 平成 21 年 6 月 29 日付け『訴訟の提起に関するお知らせ』において公表しましたとおり、

当社は、古川監査役から、古川監査役の代理人である鳥飼弁護士らに対する合計 15,145,643

円（弁護士報酬 11,785,200 円、意見書代 3,150,000 円、実費 210,443 円）の支払債務につい

て、古川監査役が監査役としての職務を執行した際に監査費用として負担した債務であるこ

とを理由として、会社法第 388 条第 3 号に基づき、当社が古川監査役に代り鳥飼弁護士らに

対して支払いを行うことを請求する旨の訴訟（以下「本費用訴訟」といいます。）の提起を

受けております。 

 上記のほか、古川監査役は、本取消訴訟に係る鳥飼弁護士らに対する弁護士報酬について

も、当社が古川監査役に代り鳥飼弁護士らに対して支払いを行うよう請求することを明言し

ており、加えて、監査役個人として会社費用にて顧問弁護士を雇うこともできる旨の示唆も

受けております。当社としては、社内規程に従い、50,000 円を超える監査費用を支出する場

合には事前に報告するように求めており、監査役会からは同意が得られているものの、古川

監査役からはかかる要請についても応じるつもりはない、また、監査費用は無限に請求でき

るものであるから、監査役会の決定は監査役の権限行使に対する不当な制限であり、決定に

対しては反対である旨の意見を表明しています。 

 

 監査役が職務遂行の過程で支出した費用については、監査役の職務の遂行を金銭面から担

保するため、会社法において手厚く保障されており、会社の側において職務に必要なかった

ことを証明しない限り、その支払いを拒むことはできません。このような制度があるとして

も、全て当社に請求することを明確にしているにもかかわらず、当社に対しても当社監査役

会に対しても何の連絡も相談もなく、また、金額の交渉や妥当性の検証といったプロセスを

経ることなく、業務に要した時間に応じて一切を支払うことを合意し、その全額を請求して

くるという姿勢は、当社として到底認めることはできません。 

 上記仮処分は、取締役の違法行為の差止めという形式により古川監査役自身の解任議案の

決議差止めを求めるものであり、当社としては、監査役に認められた権限を利用し、自らの

保身を図ったとしか考えられません。 

 当社は、数年来にわたり、コストの削減、費用の合理化、新規事業の開拓といった経営再

建に向けた努力を全社一丸となって継続しており、近時において、ようやく効果が現れてき

たところです。今回の古川監査役の行動は、コスト削減の意識は感じられず、監査役である

限り、どのような費用をかけても許されるとするものであり、当社の現在の経営状況からし

ても到底許容できるものではありません。現に、鳥飼弁護士らから請求されている金額は、

上記仮処分に関して、当社の顧問弁護士に対して支払った報酬額の実に 10倍の金額です。 

 

(2) 本取消訴訟に係る弁護士報酬 

 

 本取消訴訟における解決を図った場合、上述のとおり、古川監査役は、本取消訴訟の代理

人である鳥飼弁護士らに対して古川監査役が支払うべき弁護士報酬についても、監査役の職

務に際して必要であった費用として、会社法第 388 条第 3 号を根拠に、当社に対して請求す
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ることを明言しております。また、かかる請求については、事前の交渉をすることなく、裁

判を通じて、かつ、判決によって解決する意向である旨を内容証明郵便による通知によって

明言しております。 

 古川監査役は、鳥飼弁護士らとの間で契約を締結しており、当該契約において、当該弁護

士らが業務を行った場合、当該業務が必要であったか否かにかかわらず、当該弁護士らが実

際に使用した時間に応じた弁護士報酬を支払うことを規定しており、かつ、かかる古川監査

役が約束した金額を当社に対して請求することも規定しております。 

 

 前記のとおり、2週間ほどの期間において、数回の審尋期日を経たに過ぎない仮処分の申立

において、上記のとおり約 1,500 万円という高額の請求をされています。このような状況を

踏まえると、仮処分という簡易な手続とは異なり、本案訴訟という正規の訴訟手続であって、

かつ、上記のとおり、争点も多岐に亘る本取消訴訟については、数か月の期間に及ぶことが

予想され、当社が請求を受ける弁護士報酬も、数千万という高額になることが予想されます。 

 このような状況にあって、古川監査役は、監査役の職務として必要であったのか否か、弁

護士報酬として合理性があるのか否かについての判断を行うことなく、監査役が職務を遂行

するうえで要した費用については、会社に対して無限に請求できるものであると明言し、当

社に対して全額を請求する旨を述べています。 

 

 本費用訴訟に要した弁護士報酬についてまで、会社法の規定を根拠に請求しかねず、当社

が争う限り、当社に対する請求が無限に行われる可能性も否定できません。 

 かかる請求がなされたとしても、当社としては、これを支払う意思はありません。しかし、

上記のとおり、当社は、当該費用が監査役の職務の遂行に必要ではなかったことを証明しな

い限り、かかる請求を拒むことはできません。この点について、当社としては、当然争う予

定ですが、裁判所における判断を予測することは非常に難しく、当社の意向に反した結論と

なることもあり得ます。 

 

4. 当社の方針 

 

(1) 株主総会の開催 

 

 本取消訴訟に対する解決方針として、臨時株主総会を開催させていただき、かかる株主総

会の場において、改めて本取消訴訟において取り消すべきと指摘されている事項を決議させ

ていただき、株主の皆様のご判断をもって決したいと考えております。 

 臨時株主総会においては、本取消訴訟において、取消しを求められた以下の各議案をご審

議いただく予定です。 

(a) 取締役 3名（池田均、赤根克洋及び田中喜之）の選任 

(b) 監査役 1名（黄瀬将美）の選任 

(c) 平成 20年度に係る計算書類の承認 

 

 当社としては、上述のとおり、本取消訴訟において古川監査役が指摘する事項について、
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いずれも理由があるとは考えておらず、今般、このような訴訟の提起を受けたことは、甚だ

遺憾に感じております。また、心情的には、裁判所における主張・立証を通じて解決したい

ところでもあります。 

 しかしながら、本取消訴訟の対象となっている事項は、いずれも株主総会において株主の

皆様の決議をもってご承認いただいた事項であり、そうであれば、株主の皆様のご判断をも

って最終判断とするべき事項であると考えております。 

 

 古川監査役は、本取消訴訟において、株主総会招集に係る各手続き、また、招集通知及び

参考書類の記載事項、さらに、株主総会当日における議事進行等に瑕疵がある旨を主張して

おります。そのため、当社としては、これらの指摘事項の全てについて、かかる指摘のとお

りに個別に対応し、手続上の瑕疵の指摘を受けることがない状況において、株主の皆様に改

めてご判断いただき、本取消訴訟に係る終局的な解決としたいと考えております。 

 当社としましては、株主の皆様にご承認いただいた事項について、決議の方法又は手続に

瑕疵があるとして問題視されることは本意ではないため、古川監査役が主張する全ての事項

を履践のうえ、株主の皆様に再度のご承認をいただくことによって、結論に違いはないとい

うことを正面から認めていただきたいと考えております。 

 

(2) 決議取消しに対する考え 

 

 上述のとおり、本取消訴訟は、定時総会の決議の一部の取消しを求めるものですが、決議

を取り消した場合、その後、同様の決議を改めて行う必要が生じます。つまり、決議の取消

しは、再決議を行わせるための法定手段であり、最終的な目的は、株主総会における再度の

審議にあると考えております。 

 古川監査役の要求事項も、形式的には決議取消しを求める訴訟となっていますが、決議を

取り消すこと自体が目的ではなく、同人が納得する手続・方法によって、同様の決議を改め

て行うことが真の目的と判断されます。 

 

 当社としては、定時総会における各決議を取り消さなければならない理由はないと考えて

おり、また、株主の皆様においても、先の定時総会における決議について、改めてご判断い

ただいたとしても、必ずご信任いただけるものと確信しております。 

 しかしながら、古川監査役が求める事項に対して、事態の最終的な判断権者である株主の

皆様のご判断を仰ぐことが、本取消訴訟に対する正しい対処の方法であり、古川監査役及び

株主の皆様において、もっとも納得ができる解決方法であると考えております。 

 

(3) 費用負担 

 

 上記のとおり、本取消訴訟を継続した場合、古川監査役による訴訟遂行に要した弁護士報

酬の全額について、当社に対して請求されることが確実と思われます。また、当社において

も、かかる訴訟を継続するために、相応の額の弁護士費用を覚悟しなければなりません。 

 これらを考慮しますと、仮に、本取消訴訟に勝訴したとしても、当社が受ける経済的な損
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失が甚大であり、かかる訴訟を原因として当社グループの利益が圧迫される結果となってし

まいます。 

 

 他方、昨今、株券が電子化されたことにより、株主総会開催に必要な費用が減少しており、

また、サブプライム問題に端を発する不動産不況により、会場の確保も容易になってきてお

ります。 

 このような状況において試算される株主総会の開催費用は、本取消訴訟を継続した場合と

比較して著しく低廉であり、費用面において、本取消訴訟を継続する合理性を説明すること

が難しいと考えられます。 

 

5. 監査役会の意見 

 

 上記の取締役会における決定については、監査役会において、古川監査役を除く 3 名の監査役全

員の承認により、取締役会の決定は妥当であり、監査役会としても賛同する旨の決議がなされてい

ます。監査役会における決定内容の概要は、以下のとおりです。 

 

 会社に無断で高額の弁護士報酬の合意をしてきたこと、また、決議取消の訴えを提起したことに

ついて、いずれも一切の連絡を受けておらず、古川監査役が個人として行ったことであるため、監

査役会としては一切の責任を負うことはできず、これに基づく責任については、全て古川監査役が

個人として負担すべきである。また、事前に監査役会における協議も行われず、また、一切の通知

もない状態で、突如として会社を相手とする訴訟を提起することは、監査役としての見識を疑わざ

るを得ず、監査役会としては古川監査役に全く同意できない。 

 個々の監査役に独任性が認められているとしても、古川監査役の行為は、私的な感情に基づくも

のであって、監査役として適切な行為では無い。 

 監査費用を請求することができるという法律があるからといって、どのような費用でも請求でき

る、無限に請求できるなどということはあってはならない。古川監査役が会社に費用を請求するこ

とを条件として弁護士に依頼したことは、当社に潤沢な資産があることを前提としたものであり、

その意味では、弁護士と結託して会社を食い物にしていると言われても仕方ない。 

 今回の取締役会の決定は、会社の資産の無用な散逸を避け、問題を抜本的に解決することを意図

しているものと認められ、監査役会としても同意できるものであり、取締役の判断としても妥当な

ものであると考え、これに賛同する旨の決定を行うものである。 

 

6. 基準日設定 

 

  上記の臨時株主総会の開催に伴い、同日開催の臨時株主総会において議決権を行使することがで

きる株主を確定するため、平成 21年 7 月 31 日を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載又は記

録された株主をもって、議決権を行使することができる株主といたします。 

  基 準 日 設定 のため の公告 につ いては 、当 社ホー ムペ ージに おける 電子 公告

（http://www.triis.co.jp/ir/e-koukoku.html）をご参照ください。 
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7. 株主総会に係る日程 

 

平成 21年 7月 15 日 臨時株主総会招集  

平成 21年 7月 16 日（予定） 基準日公告  

平成 21年 7月 31 日（予定） 基準日  

平成 21年 9月 8 日（予定） 招集通知発送  

平成 21年 9月 29 日（予定） 臨時株主総会  

 

8. 今後の見通し 

 

 上記臨時株主総会において、全ての議案についてご承認がいただけた場合には、当社の業績に与

える影響は軽微です。仮に、一部の議案が否決された場合において、当社の業績に与える影響は、

現時点においては検証できません。 

 株主の皆様には多大なご迷惑をおかけする結果となってしまい、真に申し訳なく、この場を借り

てお詫び申し上げます。1 人の監査役から決議の取消しを求められることは、会社として、しかも

上場企業として、極めて異常な事態であると認識しております。当社は、このような事態が今後も

継続することを懸念しており、一刻も早く終局的な解決を図りたいと考えております。 

 

 

以上 


