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賞与の一部として株式を付与することの可否及び

整理解雇事案における賞与支給自在籍要件の適法性

{リーマン・ブラザーズ事件・東京地判平24.4.1 0労判 1055号8頁)

戸 谷 義 治

はじめに

本件は、外資系大手証券会社に高給で雇用されていた労働者が、会社の倒産

に伴って解雇され、予定されていた賞与が受け取れなくなったこと、及びすで

に賞与として受け取っていた株式取得の権利が実質的に無価値となったこと

などから、それら賞与の支払い及び無価値となった権利に代わるべき現金賞与

の支給等を求めた事案である。

判決は、株式取得権も労基法上の賃金に該当するとした上で、労働者が真意

から同意したものであれば通貨払い原則に違反しないとし、また株式が経済の

変動等によってその価値を減じ得ることは当該労働者の経歴からして十分に

理解されていたことなどから、株式取得権に代わるべき現金賞与の請求を退け

た。それに対して、すでに約定されていた賞与が受け取れなかったことについ

ては、賞与が支給されること及びその額は少なくとも最低保障額の限度で具体

的に定まっていたとして、請求を認容した。

本件で問題となったのは、本件被告会社で付与されていた株式褒賞が労基法

上の賃金といえるか、これが労基法上の賃金である場合、同法 24条に違反し

ないのか、ストックオプションの取扱との均衡はどうか、など多岐に及ぶが、そ

れぞれに一定の疑問が残る。特に、判決は結果の妥当性を図ろうとするあまり、

法令解釈及び事実評価の双方にわたって必ずしも相当でない判断をしている

と見られる点がある。

ただ同時に、賞与の支給日在籍要件については、その適用範囲を限定し、本

件のような整理解雇を受けた従業員との関係では公序良俗違反により無効で

あるという極めて珍しい判断をしている。
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I 事案の概要

被告Y(リーマン・ブラザーズ証券)は、証券取引を業とする株式会社であり、

米国リーマン・ブラザーズ・ホールディングス・インク (LBH 1、米国本社)を

中心とするリーマン・ブラザーズ・グループの日本法人であった者である。

原告Xは、平成 19年9月、 Yとの間で雇用契約を締結し、平成22年 11 

月30日付でYから解雇されている。

Xは、大学卒業後、国内金融機関に 7年、外資系証券会社Dに 11年勤務し

た後、 Dにおける法人営業責任者としての業績を評価されて、当時法人営業部

門の強化を目指していたXに雇い入れられた。雇用契約締結に際して、 Xは当

初から、 Yから求められていた法人営業部門体制構築には 1年では足りないこ

とや、外資系企業では経営者の交代で方針・戦略の変更が見られるなどとし

て、平成 19年及び翌 20年の 2年間にわたる雇用保障を求めた。これに対し

て、最終的な採用権限を有する米国本社は、同社では雇用保障をするとしても

1年間のみという方針であるなどとして、反対したが、 YのF副社長が、 Xは

必要不可欠な人材である等と説得したところ、平成 20年の賞与最低保障額を

低額に設定することを条件に受け入れられた。また、 XはDにおいて自己の部

下であった者をあわせて雇用するようYに求め、 Yはこれを受け入れてXの部

下として配属している。

平成 19年 9月より Xは、 Yの事業法人部本部長として稼働を開始した。雇

い入れ直前の 8月30日及び同年 11月 12日にXY問で番面(それぞれ第 l

レタ一、第2レター)が交わされ、 Xの報酬については、平成 19年は基本給年

額 3000万円(日本円)、現金賞与額90万8000余ドル(米ドル)、株式褒

賞 179万 72 0 0ドル(同)、退職積立金 53万6600ドル(同)、平成 20 

年は基本給は前年同様、賞与は最低保障額 174万 1869ドル(現金、株式、

退職積み立ての内訳は未定)と合意された。上記書面はYから提案されたものであ

るが、 Xは内容や賞与の内訳等について意見や異議を述べることはなかった。

また、 Yの就業規則では、賞与の最終的な額は毎年 1月31日に決定されると

し、同日にYに在籍していなければこれを受給できないものとされていた(い

わゆる支給日在籍要件)。
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[判例研究]貸与の一郎として傑式を付与することの可否及び墜埋解廠事業における賞与支給日在筋要件の適法性

(リーマン・ブラザーズ'!JJf't-・東京地割j平24. 4. 10労判 1055号8真) 戸谷 義治

平成 19年 11月、 Xは現金賞与 159万5731ドル及び株式褒賞 164

万61 3 8ドルを受領した。

株式褒賞とは、 Yにおける賞与の一種であり、付与の 5年後に米国本社普通

株式を取得できる権利が与えられる。また、これにより取得した株式について

は5年間は売却、議渡、質権設定等ができないなどの制約があった。これは、会

社の各構成員に会社の所有者のように考え行動するインセンティプを与えるも

のとされ、「あなたの 20 0 7年株式褒賞は2007年報酬の一部として与えら

れます。jとの記載がある(どのような書類のどこに記載されているのかは不明)。

平成 20年9月15日、米国本社は米国連邦破産法第 11章の適用を申請し

て経営が破綻、 Yも同日、日本金融庁から業務停止命令を受けて、金制商品取

引ができなくなり、清算的な業務のみを行うこととなった。翌 16日、 Yは東

京地裁に民事再生手続きを申し立て、同裁判所は同月 19日に民事再生手続き

開始決定を行った。民事再生手続きにおいてXが平成20年度賞与について再

生債権の届け出を行ったのに対し、再生債務者Yは認否においてその全額を認

めない旨を記載した。これに対して、 Xは査定手続を行っていない。

YはXに対して、 E証券への移籍を打診したが、 Xはこれを拒絶した。その

ため、 Yは平成20年 10月末に解雇を通知、翌 11月30日を以てXを解雇

した。

なお、同日までの聞にXは上記平成 19年分賞与のほか、基本給として 36 

o 0万円(平成 19年9月からの月割り基本給600万円+平成20年分基本給30 

00万円)を受領している。

以上の事情において、平成 19年賞与のうち株式褒賞 164万61 3 8ドル

に相当する約 1億9594万円、及び平成20年賞与(最低保障額)174万 1

869ドルに相当する約 l億8323万円の合計額のうち、平成 19年分52 

o 0万円、平成20年分4800万円の計 1億阿部分に関する一部諦求をした

のが本件である。
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E 判旨(見出し及び( )内の補足は筆者)

一部認容(平成20年分賞与支払い)、一部棄却(平成 19年分)

1 平成 19年株式褒賞について

( 1 )株式褒賞は労基法上の賃金か

I労基法上の[賃金jとは、名称のいかんを問わず、労働の対償として使用者

が労働者に支払うすべてのものをいい、いわゆる任意的・恩恵的給付、福利厚

生給付及び企業設備・業務費はこれから除外されると解される。j

「本件株式褒賞において付与される株式の算定基準が株式褒賞プログラムに

定められ、同プログラムに中には本件株式褒賞が20 0 7年度の報酬の一部と

して与えられる旨の記載があることや、本件雇用契約(第 1レター及び第2レタ

ー)において、本件株式褒貨が賞与の一部に含まれるものとして明確に定めら

れていること、本件給与明細……において現金賞与と株式褒賞の数額が区別さ

れて原告に通知されていることに照らすと、本件株式褒賞は，被告が主張する

ような任意的・思恵的給付ではなく、本件雇用契約のー内容として、賃金とし

ての実質を有するものであると認めるのが相当である。j

ストックオプションが賃金でない以上、本件株式褒賞も賃金でないとの被告

の主張について、 Iストックオプションにおいては、新株取得の時期等が労働者

の判断に委ねられ，権利行使しなければ利益を得られる可能性すらないのみな

らず、付与されるのが設定価格で新株を購入する権利であり、労働者は設定価

格を上回る株価で売却することにより初めて経済的利益を得、権利行使し、株

式を取得、保持した後に株価が下落すれば損失を被ることすらあり得る。この

ように、ストックオプションの付与が賃金の支給に当たらないと解される根拠

は、その付与時点で経済的利益の額のみならず、それを得られるか否かすら全

く不確定であることが、労基法上の賃金に関する諸原則に反する点にあると解

される。これに対し、本件株式褒賞は、……平成 19年 12月7日のニューヨ

ーク証券取引所の LBHI普通株式の終値から一定の割引率を控除した金額

に基づき算出される CEAを付与するという形で定められ、原告は、当該時点

で付与額に相当する数量の LBHIの普通株式を取得する権利を得るのであ

って，その後の倒産を含む株価の変動リスクはあるものの、少なくともストッ
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[判例研究]貸与の・郎として徐式を付与することの可否及び登思解周司i~民における貸与支給日在籍要件の適法性

(リーマン・プラザーズ事件・東京地割l平24. 4. 1 0労判 1055号8J{) 戸谷 議治

クオプションのように損失を被るおそれはない。したがって、本件株式褒賞に

ついては、後述の通貨払の原則との関係が問題になるのみであって、賃金性そ

のものは否定されないと解されるJ

(2)株式褒賞は通貨払い原則に違反するか=株式褒賞相当額を改めて現金支

給する必要があるか

「使用者が労働者の同意を得て相殺により賃金を控除することは、当該同意

が労働者の自由意思に基づいてなされたものであると認めるに足りる合理的

な理由が客観的に存在するときには、同原則に反するものではなく、有効であ

るとしたもの(最高裁判所平成2年11月26日第二小法廷判決・民集44巻8号 1

085頁〔日新製鋼事件J)が存するところ，賃金通貨払の原則に関しでも、基本

的に同様の趣旨が妥当するというべきである(なお、上記判例がその基礎とする最

高裁判所昭和 48年1月19日第二小法廷判決・民集27巻1号27頁〔シンガー・ソ

ーイング・メシーン事件〕は、……当該意思表示を有効と認める上では、当該労働者が、

一応、放棄の意思を自由に形成したと認めるに足りる事情があればよいとする見解であ

り、自由意思に基づくと認めるためには、いささかの不合理性もあってはならないとす

る見解を排斥したものと解されるo)oJ

原告が「極めて高額な賞与支給の合意を取り付けており、対等以上の立場に

おいて交渉に臨み、極めて有利な条件で雇用契約締結に至ってjおり、また「こ

のような外資系証券会社において、高額の報酬を支給される従業員に対して

は、株式褒賞を含める形で賞与を支給することは一般化しており……、現金賞

与と株式褒賞の割合も概ね半分ずっと、ごく一般的な定め方であったことが認

められるし……、原告は、本件雇用契約締結時はもとより、その後本件給与明

細……の交付を受けた際にも、何らの異議を述べておらず、報酬中、本件株式

褒賞の占める割合についても真意に基づき承諾していたことが推認される。J

「原告自身、長年証券業界で勤務してきた者であり、株式等に関する知識を十

二分に有していた上、原告が、賞与総額の約半分である約 1億 9000万円と

いう巨額な金額を現金賞与として受領したことからしても、賞与の約半分を株

式褒賞の形で支給するからといって、原告の保護に著しく欠けるとまではいえ

ず、通貨払の原則を定めた労基法24条の趣旨に反するとはいえない。さらに、
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本件雇用契約のような極めて高額な報酬額を約する雇用契約において、株式褒

賞を含める形で賞与を支給することは、労働者側に会社の実質的所有者として

行動するモチベーションを与えつつ、企業業績が向上し株価が上昇すれば労働

者にもメリットをもたらすという意味で合目的的な制度であるといえる。

このような点にかんがみると、原告が本件株式褒賞の形で賞与の支給を受け

ること及びその割合については、原告の自由な意思に基づいて合意されたもの

であると認めるに足りる合理的理由が客観的に存在するということができ、こ

れを覆すに足りる的確な証拠は存しない。j

「現実に株式の交付を受けていなかったという一事をもって、当該合意が自

由な意思に基づかないものと評価することは、前記昭和 48年最判の説示する

趣旨に反するというべきである。むしろ、原告が、重ねて本件株式褒賞相当額

を現金で支払うよう請求できるというのは、かえって、原告を不当に利するも

のであって、契約当事者の合理的意思に反するといわなければならない。j

2 平成 20年賞与について

( 1 )具体的賞与請求権発生の有無(個別的査定の要否)

「第 1レター及び第2レターにより定められた原告の 2008年度の現金賞

与請求権は、最低保証額としての性質を有するものであって、当該事業年度の

勤務の継続により具体的請求権となる性質を有し、その最低保証額を請求する

限度では、個別の人事査定を必要としないものと解される。j

(2 )支給自在籍要件について

「賞与は、支給対象期間における労働の対償として、賃金としての性質を有し

つつも、同時に、功労報奨的な性質や将来の勤務への期待、奨励という側面を

も併せ持つもので、会社の業績や各従業員との勤務実線とを考慮して決せられ

るものである。このように、賞与が、月例の給与債権とはその性質を異にする

ことからすれば、賞与については、通常の月例賃金とは異なる取扱いを行うこ

とが正当化されるところ、支給日在籍要件は、その受給資格者を明確な基準で

定める必要性に基づくものである。また、労働者が任意に退職する場合は、そ

の退職時期を自己の意思により選択することができるし、定年退職の場合など
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[~J例研究]貸与の一部として徐式を付与することの吋針及び懸理解腿事業における貧与支給日在縮製作の適法性

(リーマン・ブラザーズ事件・東京地相j平 24. 4. I 0労判 I055号 8Ju 戸谷 義治

にも給与規程等でその支給時期を予測できるととからすれば、このような規定

により労働者に不調.11の損害を与えるともいえない。このような点からすれば、

支給日在籍要件それ自体は、合理性があるもので、原則的には有効ということ

ができる。j

fしかしながら、本件のようないわゆる整理解雇は、労働者自身に帰質事由が

ないにもかかわらず使用者側の事情により解雇されるものである上、定年退職

等のケースと異なりその退職時期を予測できるものでもない以上、……このよ

うな場合にまで一律に支給日在籍要件の適用を及ぼすことには、合理的な理由

を見出すことができない。しかも、……原告の本件各請求権は、使用者側の査

定によって具体化される一般的な賞与請求権とは異なり、当初から、第 1レタ

ー及び第2レターにより本件雇用契約の内容として固定化、具体化されている

ものであって、この点からも、支給日に在籍しないというだけでその具体的権

利を喪失させるのは、原告に酷な面がある。

したがって、支給日在籍要件は、本件のような整理解雇事案に関してはその

適用が排除されるべきであって、その限度で、民法 90条により無効となると

解するのが相当である。J

(3 )本件賞与は一般優先債権か再生債権か=再生債権として免責の対象とな

るか

本件賞与はDからYへの移籍を促すための動機付けのための金員(移籍金)で

あるとのYの主張について、「各書面中には上記請求権が移籍金であることを

窺わせる条項はまったくないことや(賃金ないし賞与ではなく、移籍金であるとい

うならば、端的にそのような明示の合意がなされてしかるべきである。また.税法上のリ

スクを勘案して賞与という形を選択したというならば、そのように定めることによる別

のリスクについては甘受するほかはない。)、かような移籍に向けた動機付けとして

の金員であることと、労務に対する対償としての金員であることとは両立しう

るものであることなどに照らすと、上記請求権が移籍に向けた動機付けとして

の性質を有するとしても、労働債権としての性質は失われないというべきであ

る。そもそも、本件民事再生手続における野村謹券への従業員移籍のスキーム

においても、原告が野村議券へ移籍すれば本件雇用契約で保証された賞与等も
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流大法学第 90号 2013年 9月

すべて支払われることになっていたというのであり、このことは同再生手続中

においても、原告の賞与請求権がいずれも労働債権として扱うことを当然の前

提としていたということができる。j

(4)その他

Xが賞与を放棄したとは認められない。

倒産はY及びリーマン・ブラザーズ・グループ内部の問題であって、事情変

更の法理は適用されない。

一定の場合に賞与を減額したり不支給としたりする労使慣行の存在は認め

られない。

監督委員には裁判所によって労働債権と確定された者に対して、その支払い

に同意を与えない自由はなく、監督委員の同意が得られないことは賞与支払い

の拒絶する理由とならない。

E 検討

l 本件株式褒賞は賃金か

( 1 )労基法上の賃金

労基法は、賃金を「賃金、給料、手当、賞与その他の名称の如何を問わず、労

働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいうjとし(11条)、そ

の支払い方法について規制している (24条)1。

賞与ついては、労働契約文はその内容を構成すべき就業規則若しくは労働協

約に賞与を支給する旨、及びその計算方法や支給時期等が定められていれば、

ここでいう賃金に該当すると解される。逆に、会社の業績等に応じて、使用者

が裁量的に支給の有無及び額を決定するような場合には、「任意的恩恵的給付j

であって労基法上の賃金とはいえない 2。

(2)株式取得権付与の賃金性

それでは、本件で問題となった株式取得の権利を賞与として労働者に付与す

1賃金の意義については、西谷敏・野田進・和田蟻編『新基本法コンメンタール労働基準法・
労働契約法](日本評論社・平成24年) 3 5頁以下(本久洋一執箔部分)参照。

2モルガン・スタンレー証券事件控訴審(東京高判平21. 3. 26労判994号52頁)。

-254-



[判例研究]貸与のー郁として徐式を付与することの可否及び懇理解関取裂における貸与支給日在絡要件の適法性

{リーマン・ブラザーズ事件・東京地判平24. 4. 1 0労判 1055号8頁) 戸谷 滋治

る場合、当該権利は労基法上の賃金と言い得るか。

判決は、本件株式褒賞が報酬の一部であると明示されていること、現金賞与

と株式褒賞が明確に区分されて労働者に通知されていること、株式褒賞によっ

て付与されるべき株式数は当該年度の基準日(本件平成 19年賞与については平

成19年12月27日)のニューヨーク株式市場における終値を基礎として終局

的に確定されることなどから、これが労基法上の賃金に該当すると判断した。

更に、被告の主張に答える形で、ストックオプションとの比較においても、こ

の結論は変わらないとする。

この点、まず単に(狭義の)賃金や賞与の全部文は一部として使用者が自らの

株式を労働者に交付することを約し、これを実施したのであれば、その株式が

労基法上の賃金に該当することはおそらく疑いを入れない。

賞与 150万円の支払にかえて支給した使用者会社の株式 150万円分が

労基法上の賃金に該当するか否かが争われたジャード事件判決 3は、 f被告ジ

ャードの原告に対する本件通知の内容、本件株式の支給基準の有無、原告の労

働に対する対償との関連性など総合考慮すると、本件通知により被告ジャード

は原告に対し、……賞与として……一五O万円の支払いにかえて本件株式を

……支給する旨約したもので、本件株式は労働基準法一一条の労働の対償と解

されるから本件株式による支給するとの部分は同法二四条一項の実物給与の

禁止に反し、無効であり、原告は被告ジャードに対し、本件通知の日たる昭和

四九年一二月一三日に賞与金一五O万円の請求権を取得したということがで

きる。jとし、 150万円の賞与を株式で支給するとの約定のうち、「株式でjの

部分を労基法違反として無効と判断した。まさに約定された賞与の支払いに

「かえてj株式を交付するものであり、当然の結論といえる。

これに対して、会社が労働者に与えたのがストックオプションの権利である

場合には、これが賃金に該当しないとの考え方が一般的である。すなわち、ス

トックオプションとは、一般に、自社株式を一定の期間内に予め定められた権

利行使価格で購入できる権利を企業が労働者や役員に付与する制度を言うと

ころへこの権利を行使するか否かは付与された労働者等の判断に委ねられる。

3東京地判昭53.2.23労判293号52頁。
4前掲・西谷ほか編『新基本法コンメンタール労働基準法・労働契約法J4 1頁。
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行政解釈では、「権利付与を受けた労働者が権利行使を行うか否か、また権利行

使するとした場合において、その時期や株式売却時期をいつにするかを労働者

が決定するものとしていることから、この制度から得られる利益は、それが発

生する時期及び額ともに労働者の判断に委ねられているため、労働の対償では

なく、労働基準法第 11条の賃金には当たらないものであるJとされている九

この解釈については、管見の限り異論は見られない 6。行政解釈は、単に権利行

使の時期等が労働者の判断に委ねられていることを、賃金性否定の理由として

いるが、本件判決ではさらに本件株式褒賞との比較において、権利付与の時点

で経済的利益を受けられるか否かが全く不確定であるから、労基法の定める賃

金の諸原則にそぐわないことを理由に挙げている。

以上のことからすると、確かに労働者の意思を媒介することなく、当然に株

式が付与され、なおかつそれが労働の対象と評価できるのであれば、当該株式

は労基法上の賃金と評価されるべきものであると考えられ、その点で本件判決

の判断もあながち不当でないようにも見える。しかし、それでもなお本件で認

定された事情や、上述のストックオプション制度との比較を考えれば、本件株

式取得権付与を賃金と評価した判断には大いに疑問が残る。

まず、確かに、判決の指摘するとおり、ストックオプションの場合には、労

働者に与えられるのは「購入jの権利であり、仮に購入後当該株式を保持し続

ければ株価下落によって損失を被る可能性すらあるのに対し、本件の株式褒賞

は無償での取得の権利であってどんなに株価が下落しても労働者が損失を受

ける可能性は皆無である。また、付与されるべき額は約定によって確定され、当

該額に相当する株式数も基準日における株式価格から当然に算定できる。しか

し、実際にその株式を取得できるのは 5年後のことであって、まさに取得する

時点における当該株式の価値がどのようになっているかは(権利付与直後に倒産

等によって紙くずになっていない限切完全に予測不可能である。更に取得から 5

年間は当該株式の譲渡等ができないことから、本件株式褒賞によって付与され

た権利が経済的に実現されるのは、権利付与5年後以降の配当を除けば、付与

5都道府県労働基準局長宛て、労働省労働基準局長の通達J(平成9年6月1日付け基発第
4 1 2号)

6なお、ストックオプションによる利益について、税法上は一時所得ではなく、賃金と同
様の給与所得として課税される(最三小判平 17. 1. 25民集59巻 l号 64頁)。
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時点から起算して早くても 10年後ということになる。その点で、確かに付与

される株式数は明らかであるものの、確定的な財産的価値が使用者から労働者

に移転したとはいえない。また、ストックオプションは通常、購入できる金額

よりも市場価格が上回った場合に、購入可能額で購入して直ちに売却できるの

であって、保有し続けた場合の危険を考慮することは、論理的にはありうるに

しても、失当である。 5年間の保有が実質的に強制される本件のほうが株価変

動による影響を受けやすいともいえる。

(3 )仮に賃金に該当するとして、通貨払い原則に反するか

判決は、日新製鋼事件やシンガー・ソーイング・メシーン事件を引用して、

労働者の真意の同意があれば、使用者が労働者に対して有する債権を自動債

権、賃金債権を受動債権とする相殺が許されるのであるから、同様に労働者の

真意の同意があれば通貨以外のもので賃金を支給することも労基法 24条違

反を構成しないとする。

確かに、最高裁は、労働者による賃金債権の放棄や、使用者・労働者間の合

意による相殺を許容し、労基法違反ではないとしている。また、最近でも未払

い賃金額として使用者から支払われた金員を受領するに際し、それ以上の債権

が不存在であることを「自らの自由な意思に基づきJ確認ないし了承すると記

載された書面への押印により、賃金債権放棄が認められたワークフロンティア

事件九月間労働時間が 160時間を超えても 180時間までは時間外賃金を

支給しないとの約定が20時間分の賃金の放棄にあたるとしたテックジャパ

ン事件控訴審 8など、これにそう形で判断する事実も多数見られる。しかしな

がら、そもそもそのような解釈は、法律の定める基準に反する(下回る)ような

合意を排除することによって(13条)国全体の労働条件の最低基準を担保しよ

うとする労基法の趣旨に反するものと言え、疑義がある 9。相殺についても、給

与支払い事務の技術的な制約に由来する調整的相殺 10を除けば、やはり労基

7東京地判平24. 9. 4労判 1063号65頁。
8東京高判平21. 3. 2 5労判 1060号 11頁。ただし、この点の判断は上告審(最

一小判平24. 3. 8労判 1060号5頁)で否定されている。
9菅野和夫『労働法第9版J(弘文堂・平成22年) 250頁。
10福岡県公立学校教職員給与請求事件(最ー小判昭50.3.6判時778号 100頁)など。
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法に反するというべきであろう。

同様に、本件で問題となる通貨払い原則についても、労基法24条に定めら

れた例外の場合を除けば、違法の評価を免れない。

確かに、同条は一定の場合に、例外を認めているものの、別途法令で定めら

れた場合を除けば、基本的に労働組合や過半数代表者との同意を要求してい

る。通貨払い原則については過半数代表者との協定による例外が認められない

ため、労働者が非組合員の場合には知何ともし難いものの、使用者としてはこ

れらの手続きを遵守すべきで、安易に個別的合意の存在を根拠として、明文の

規定のない例外を許容すべきではないと考えられる。

なお、前掲・ジャード事件判決は、株式による賞与支給を労基法24条 l項

に違反するとし、その部分について現金による支払い請求を認容している。

2 平成 20年賞与について

( 1 )権利の存在及び額

判決は、平成 20年賞与については、最低保障額が約定されている以上、当

該額はその後の特段の査定等を要さず、勤務が継続していさえすれば労働者に

債権が発生するとする。

確かに、最低保障額とはまさに最低限支給する額であるが、本件の事情の下

では必ずしも妥当な判断とはいえないと考えられる。

本件被告会社においては、賞与は現金賞与及び株式褒賞(並びに退職積立金)に

区分して支給されている。そうすると、最低保障額が約定されているだけでは、

現金賞与として支給されるべき額がいくらになるのかまで確定しているとは

いえない。これは、株式褒賞を労基法上の賃金だとした上で、株式付与による

賃金支払が労基法24条に違反すると考えるのであれば、結局のところ約定さ

れた賞与の全額が現金で支払われなければならないこととなるため、区分は無

意味であり、それに関する認定は不要である。しかし、判決のように株式褒賞

の賃金性を認めた上で、それでもなお株式付与が同条に違反しないと考えた

り、前述のようにそもそも株式褒貨が賃金でないと考えたりするのであれば、

当然に必要な事実認定といえる。

その点で、判決は更に、これまでの同種従業員に対する支給状況等を認定し、
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少なくとも現金で支給されるべき賞与がいくらであったのかを確認すべきだ

ったといえる。平成 20年賞与の額は日本円で 1億 8300万余円であるた

め、本件で原告が締求している 4800万円はすべて現金として支給されるべ

き額に含まれると考えることはできるが、仮にそうであればそのように認定す

べきで、やはり認定に不足があるものと考えられる。

(2)支給日在籍要件について

支給日在籍要件とは、賞与の支給について、その対象期間に就労したことだ

けでなく、当該賞与支給日に現に在職していなければこれを支給しないことと

するものをいう。判例は、大和銀行事件 11において「被上告銀行においては、

……当該支給日に在籍している者に対してのみ右決算期間を対象とする賞与

が支給されるという慣行が存在し、右規則三二条の改訂は単に被上告銀行の従

業員組合の要請によって右慣行を明文化したにとどまるものであって、その内

容においても合理性を有するというのであり、右事実関係のもとにおいては、

上告人は、被上告銀行を退職したのちである昭和五四年六月一五日及び同年一

二月一O日を支給日とする各賞与については受給権を有しない……J と述べ

るように、基本的にこのような要件に寛容な態度を示している。その後の下級

審裁判例においても、カツデン事件判決 12では「賞与の受給資格者につき支給

日現在在籍していることを要するとするいわゆる支給日在籍要件は、受給資格

者を明確な基準で確定する必要から定められるものであり、十分合理性はある

と認められる……。……賞与の前記性質及び支給日在籍要件も給与規程に明記

されていることからすれば、支給対象期間経過後支給日の前日までに退職した

者に不測の損害を与えるものとはいえないし、支給日在籍者と不在籍者との聞

に不当な差別を設けるものということもできない。Jとして、支給基準の明確化

を理由にその合理性を認めるとともに、労働者側からの予測可能性もあるとす

る。また、大五タクシ一事件控訴審 13は「賞与は、本質的に賃金であるとはい

っても、当然には賃金諮求権として権利を行使することができるほどに確定的
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なものではなく、いわば内容的に流動的なものであって抽象的、潜在的ともい

えるものであり労働協約の締結によってはじめてその内容が確定し具体化す

るという特殊な性質を有する賃金であり、したがって、具体的な賞与請求権を

行使することができる者の範囲ないし基準も右労働協約によって確定するこ

とになるべきもので、たまたま賞与の対象となる労働期間の全部または一部の

期間在籍したからといって、当然に、確定的に賞与を舗求することができると

いうわけではない……。また受給権者を労働協約によって定めることができる

とすることにより、場合によっては(その賞与額ともからみ)労働者の権利を拡張

することが可能となるし、また本件協約の知く、支給日を在籍者に限定するこ

とも労働能力の向上ないしその意欲の確保という見地からみれば、妥当な面を

有し、合理性を有するものである。jとして、賞与の特殊性から許容される範囲

のものである上、支給日要件によって労働能力や意欲の向上という積極的な合

理性も備えているとする。

学説においては、賞与の賃金としての性格から問題が指摘されるものの、直

ちに同要件が無効とまでは断じ得ないとするものが多いへその一方で、定年

退職や整理解雇など労働者側に非のない雇用終了の場合にまで、同要件を適用

することで賞与全額不支給とすることが公序良俗違反となり得ることも指摘

されてきたへ

これまでのところ、本件同様に盤理解雇により賞与支給日に在職しなかった

労働者から賞与支払い請求がなされたシー・エー・ビジョン事件 16では、特

に雇用終了事由による峻別に注意を払うことなく、支給日在籍要件の適用によ

って請求を棄却している。

本件判決は、まず一般的には賞与が賃金としての性格だけでなく功労報償的

な性質や将来の勤務への期待・激励といった性格も併せ持っていること、受給

資格の明確化のために必要なものであること、労働者は退職の自由があるので

14西谷敏『労働法J(日本評論社・平成20年) 266頁、山田省三「賞与の支給日在籍
条項をめぐる法理の再検討J(山口浩一郎・菅野和夫・中嶋土元也・渡遁岳編『経営と
労働法務の理論と実務J(中央経済社・平成21年) 209頁) 222頁等。

15高木紘一[退職金・企業年金・賞与J(日本労働法学会編『講座21世紀の労働法第5
巻賃金と労働時間J(有斐閣・平成 12年) 1 4 2頁) 1 6 1頁。

16東京地判平 5. 6. 8労判 637号 22頁。
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必要があれば退職の時期を自らの意思で決定できるし、定年退職についても予

め予測できることなどから、基本的に支給日在籍要件は有効であるとする従来

の判例を踏襲した。しかし、更に進んで、整理解雇の場合には別異に解すべき

とする。すなわち、整理解雇は労働者に帰寅し得ないものである上に、定年退

職とも異なってその時期を予測することもできないため、支給日在籍要件を除

く他の要件を具備して賞与が具体化されている場合には、当該支給日在籍要件

は公序良俗違反として無効であるとした。

このように、雇用終了事由によっては支給日在籍要件の適用を排除すること

は、賞与が原則として賃金であることを考えれば妥当な判断であり、またおそら

く同種事案において初めてのものであると思われる。定年退職も労働者側に非

のない雇用終了という点では同様に解することもできるように思われるが、本

件では争点とならなかったため、十分な検討がなされなかったとも考えられる。

終わりに

本件判決は、賞与支給日在籍要件の適用範囲を限定的に解した点で、重要で

あると考えられる。

しかし、平成 19年賞与請求を棄却した結論には賛成できるものの、株式褒

賞が労基法上の賃金であるとする判断には疑問が残る。さらに、株式褒賞を賃

金であると認定しておきながら、当事者の同意があるから労基法 24条違反を

構成しないという、強行法規たる労基法の趣旨を没却するような判断を行って

いることは極めて失当である。

また、平成20年賞与については、現金賞与部分の確定がなされず、審理不

尽であったと考えられる。
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