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労働者地位確認等請求控訴事件 

名古屋高等裁判所金沢支部平成１５年（ネ）第２９７号 

平成１８年５月３１日第１部判決 

 

       判   決 

 

控訴人 株式会社ホクエツ福井 

同代表者代表取締役 Ｘ 

同訴訟代理人弁護士 加茂善仁 

同 三島卓郎 

同 真田昌行 

被控訴人 Ｙ 

同訴訟代理人弁護士 鳥毛美範 

同 坪田康男 

同 黛千恵子 

同 海道宏実 

同 北川慎治 

同 島田広 

同 吉川健司 

 

 

       主   文 

 

１ 原判決中，賃金請求に関する部分を次のとおり変更する。 

（１）控訴人は，被控訴人に対し，次の各金員を支払え。 

ア ２７万８７０４円及びこれに対する平成１４年４月６日から支払済みまで年６分

の割合による金員 

イ ６３３万３４８０円及び内３５万１８６０円に対する平成１４年５月６日から，内

３５万１８６０円に対する同年６月６日から，内３５万１８６０円に対する同年７月６

日から，内３５万１８６０円に対する同年８月６日から，内３５万１８６０円に対する

同年９月６日から，内３５万１８６０円に対する同年１０月６日から，内３５万１８６

０円に対する同年１１月６日から，内３５万１８６０円に対する同年１２月６日から，



内３５万１８６０円に対する平成１５年１月６日から，内３５万１８６０円に対する同

年２月６日から，内３５万１８６０円に対する同年３月６日から，内３５万１８６０円

に対する同年４月６日から，内３５万１８６０円に対する同年５月６日から，内３５万

１８６０円に対する同年６月６日から，内３５万１８６０円に対する同年７月６日から，

内３５万１８６０円に対する同年８月６日から，内３５万１８６０円に対する同年９月

６日から，内３５万１８６０円に対する同年１０月６日から，各支払済みまで年６分の

割合による金員 

ウ １８０万円及び内６０万円に対する平成１４年７月１日から，内６０万円に対する

平成１５年１月３日から，内６０万円に対する同年７月１日から，各支払済みまで年６

分の割合による金員 

エ 平成１５年１１月から本判決確定の日まで，毎月５日限り，各３５万１８６０円及

び各支払日の翌日から支払済みまで年６分の割合による金員 

オ 平成１５年１２月から本判決確定の日まで，毎年６月末日及び毎年１２月末日限り，

各６０万円及び各支払日の翌日から支払済みまで年６分の割合による金員 

（２）被控訴人のその余の賃金請求を棄却する。 

２ その余の本件控訴を棄却する。 

３ 訴訟費用は，第１，２審を通じてこれを４分し，その１を被控訴人の負担とし，そ

の余を控訴人の負担とする。 

４ この判決第１項（１）は仮に執行することができる。 

 

 

       事実及び理由 

 

第１ 当事者の求めた裁判 

１ 控訴人 

（１）原判決中，控訴人敗訴部分を取り消す。 

（２）被控訴人の請求を棄却する。 

（３）訴訟費用は，第１，２審とも，被控訴人の負担とする。 

（４）仮執行免脱宣言（予備的） 

２ 被控訴人 

（１）本件控訴を棄却する。 

（２）控訴費用は控訴人の負担とする。 

第２ 事案の概要 

１ 訴訟の経過等 

（１）本件は，控訴人が被控訴人に対し平成１４年３月９日付でした解雇（以下「本件

解雇」という。）につき，被控訴人が，整理解雇の要件を満たさない不当なものである



から，解雇権の濫用により無効であるとして，控訴人に対し，次のアないしウのとおり，

労働契約上の地位の確認，未払賃金の支払及び不法行為に基づく損害賠償（慰謝料及び

弁護士費用）を求めた訴訟の控訴審である。 

（被控訴人の請求） 

ア 被控訴人が，控訴人に対し，労働契約上の権利を有する地位にあることを確認する。 

 

イ 控訴人は，被控訴人に対し，２９万８９９８円，平成１４年５月５日から毎月５日

限り各３７万２１５４円，毎年６月末日限り各７１万６９００円，毎年１２月末日限り

各７７万４３００円及び内２９万８９９８円に対しては平成１４年４月６日から，その

余については各支払日の翌日から，それぞれ支払済みまで年６分の割合による金員を支

払え。 

ウ 控訴人は，被控訴人に対し，６００万円及びこれに対する平成１４年３月８日から

支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

（２）原審は，本件解雇が無効であると判断し，次のアないしウのとおり被控訴人の地

位確認請求を認容し，賃金請求の一部を認容し，その余の賃金請求及び損害賠償請求を

棄却した。 

ア 被控訴人の請求アと同旨 

イ 控訴人は，被控訴人に対し，次の各金員を支払え。 

（ア）２７万９７０４円及びこれに対する平成１４年４月６日から支払済みまで年６分

の割合による金員 

（イ）６３５万１４８０円及び内各３５万２８６０円に対する平成１４年５月から平成

１５年１０月までの間の各月５日から各支払済みまで年６分の割合による金員 

（ウ）１８０万円及び内各６０万円に対する平成１４年７月１日，平成１５年１月３日

並びに平成１５年７月１日から各支払済みまで年６分の割合による金員 

（エ）平成１５年１１月から本判決確定の日まで，毎月５日限り，各３５万２８６０円

及び各支払日の翌日から支払済みまで年６分の割合による金員 

（オ）平成１５年１２月から本判決確定の日まで，毎年６月末日，毎年１２月末日限り，

各６０万円及び各支払日の翌日から支払済みまで年６分の割合による金員 

（３）控訴人は，本件控訴を提起した上，本件解雇は有効であるとして，原判決中控訴

人敗訴部分の取消しを求めるとともに，被控訴人を平成１６年２月２９日をもって予備

的に解雇した旨主張している。 

（４）略語は，原判決のそれに準じる。 

２ 前提事実 

 次のとおり補正するほかは，原判決の事実及び理由の第２の１に記載のとおりである

から，これを引用する。 

（一）控訴人は，ヒューム管・コンクリート管の製造・販売等を目的とする株式会社で



あり，従業員数は約５０名である。 

（二）被控訴人は，平成４年に北越ヒューム管株式会社に従業員として採用され，同社

との間に期間の定めのない雇用契約を締結した。同社は，同年５月，株式会社ホクエツ

に合併された。株式会社ホクエツは，平成６年，全国に控訴人を含む１１の分社をつく

り，各分社に工場と従業員を移転させた。このとき，控訴人は，被控訴人をその従業員

として引き継ぎ，以後，被控訴人は，本件解雇に至るまで，控訴人丸岡工場で土木工事

用のコンクリート２次製品を製造する従業員として就労してきた。 

 被控訴人は，平成６年１月に班長に昇格し，平成７年９月には総括班長に昇格して，

生産管理業務を担当していたが，平成９年７月，班員に降格された。 

（三）控訴人においては，その一部労働者で組織される労働組合「ホクエツ労働組合福

井分会」（以下，「福井分会」という。）が平成９年８月２５日に結成され，同分会は「ホ

クエツ労働組合石川分会」とともに「ホクエツ労働組合」を構成している。被控訴人は，

福井分会結成時の組合員であり，本件解雇時は，同分会の書記長でホクエツ労働組合の

執行委員長であった（〈証拠略〉）。 

（四）本件解雇 

（１）控訴人は，平成１４年３月８日，就業規則５９条５号により，翌９日をもって被

控訴人を指名解雇する旨の意思表示をした。 

（２）控訴人の就業規則５９条には，解雇事由につき次の定めがある。 

「会社は下記の各号の１に該当する場合は従業員を解雇する。 

（１号から４号まで 略） 

 ５号 事業の不振，縮小，その他運営上やむを得ない事情により剰員を生じ，他の職

務に転換することも不可能なとき 

（以下略）」 

（３）控訴人取締役兼丸岡工場長Ａ（以下「Ａ工場長」という。）は，被控訴人に解雇

通告書（〈証拠略〉）を交付した際，口頭で，指名解雇の理由は，（ａ）被控訴人が過去

に懲戒処分や注意・警告を受けたこと，（ｂ）人事考課に用いる昇給査定ランクが過去

３年連続してＤ（５段階評価）であったこと，の２点である旨を告げた。 

（五）被控訴人の賃金 

（１）控訴人における賃金は，毎月月末締めの翌月５日払いであり，基本給・残業手当

と家族手当・通勤手当・勤務手当・用具手当により構成されている。賞与は，福井分会

との協議により支給基準が定められ，支給されている。 

（２）被控訴人の賃金は，解雇前１年間の平均で月額３７万２１５４円であり，賞与は

平成１３年６月が７１万６９００円，同年１２月が７７万４３００円であった。平成１

４年３月分の賃金としては７万３１５６円のみが支払われ，同年４月以降の賃金支払は

ない。 

 



（六）本件解雇に至る経過 

（以下，とくに断らない限り日時は平成１４年を指す。） 

（１）控訴人は，平成１４年１月２８日，人員削減のため希望退職者８ないし１０名を

募集する旨発表した。募集対象者は，丸岡工場及び春江工場の従業員とし，募集理由は，

公共事業の予算縮減により，控訴人製造のコンクリート二次製品の需要に大きな影響が

出てきて，この状況は期を追うごとに悪化し，今後控訴人の経営危機に至る危険があり，

また，製品の在庫も日増しに増え続けており，このまま推移すれば，休業か閉鎖を選択

しなければならない状況となるので，控訴人の存続のために人員削減の必要があるとい

うものであり（〈証拠略〉，弁論の全趣旨），希望退職者には，１か月の給料相当額を退

職金に上乗せするとの条件が提示された。希望退職者の募集期限は１週間（１月２８日

から２月３日まで）であったが，希望退職者が現れなかったため，さらに１週間（２月

４日から２月１０日まで）募集が継続された。しかし，２月１０日までに希望退職者は

１名も現れなかった。 

（２）２月１日，福井分会が控訴人に対して希望退職者募集の撤回を求めて団体交渉を

申入れ，２月６日，控訴人と同分会との間で団体交渉が行われた（以下「第１回団交」

という。）。同分会は，同団交において，控訴人に対し希望退職者募集の撤回を求めると

ともに経営状況の説明を要求した。 

（３）控訴人は，２月４日，丸岡工場の昼礼及び春江工場の夕礼において，第１次募集

と同じ条件で再度希望退職者を募集することを説明・発表した。 

（４）２月１２日の昼礼において，Ａ工場長は，再度の希望退職者募集に対しても希望

者がなかったことから，このまま希望退職者がなければいずれ指名解雇も避けられない

旨を示唆した（〈証拠略〉）。なお，同日，従業員１名が希望退職の申出をした。Ａ工場

長は，２月１８日，希望退職者が１名あったと発表した上，他の方法による人員削減を

検討せざるを得ない旨述べた。 

（５）２月２６日，控訴人と福井分会との間で再度の団体交渉が行われた（以下「第２

回団交」という。）。控訴人は，同団交において，福井分会に対し，経営状況に関する資

料として，平成１０年度から平成１３年度（ただし，平成１３年度は見込みである。）

までの総需要・売上高・シェア・利益・在庫を一覧にした資料（〈証拠略〉）を示して人

員削減の必要性を説明した。 

（６）Ａ工場長は，３月４日の昼礼の際，従業員１名が希望退職の申出をし，１名が勧

奨退職に応じた旨発表した上，大手ゼネコン他社の自己破産申立てなどに言及し，今後

は指名解雇に移る予定であり，指名解雇においては，過去の処分歴・人事査定評価等の

会社への貢献度を基準に人選する旨述べた。また，その際，Ａ工場長は，控訴人におい

て翌５日から生産調整（操業短縮）を実施する旨発表し，同日から操業短縮が開始され

た。 

 上記（４）の希望退職者１名と上記希望退職申出者１名及び勧奨退職承諾者１名はい



ずれも丸岡工場勤務の製造課員であったが，他に，春江工場の従業員（社員）１名が２

月２日に勧奨退職を承諾した。 

（７）３月７日，福井分会と控訴人との間で，第３回の団体交渉が行われた（以下「第

３回団交」という。）。控訴人は，同団交において，福井分会に対し，平成９年度から平

成１２年度までの控訴人の貸借対照表・損益計算書を示したが，複写を拒絶した。同分

会では，これらの資料を分析検討するためこれを書き写して持ち帰った。 

（七）本件解雇後の状況 

（１）Ａ工場長は，３月１１日の昼礼において，３月９日付で被控訴人及び従業員１名

を解雇したこと，３月１８日付で従業員１名を勧奨退職としたことを発表し，今後グル

ープを含めた他工場への派遣・転勤を十分に考慮・検討し，極力退職や解雇を避ける方

針であると説明した。 

（２）控訴人は，３月１２日をもって，生産調整（操業短縮）を中止した。 

（３）３月１３日，福井分会と控訴人との間で第４回の団体交渉が行われた。 

 被控訴人は，同分会役員として参加し，本件解雇の撤回を求めたが，控訴人はこれを

拒絶した。 

（４）控訴人は，１０月１日付，１０月１５日付で，営業の設計部門担当と品質管理担

当要員として従業員２名を中途採用した。 

 また，本件解雇後の平成１４年３月１７日に丸岡工場勤務の製造課員１名から退職の

申出があり，同月３１日付けをもって勧奨退職扱いとなったほか，退職申出により，同

年６月３０日付けで春江工場勤務の製造課員１名，同年８月３１日付けで丸岡工場の従

業員（品質管理担当者の社員）１名が，それぞれ自己都合退職した（〈証拠略〉）。 

（５）控訴人は，平成１５年９月８日，次のような内容の希望退職者募集をした（〈証

拠略〉）。 

ア 募集理由 

 平成１６年度予算シーリングで公共事業予算の３％削減が決定され，今後控訴人を取

り巻く環境が一層厳しくなることが予想されるが，控訴人では平成８年以降売上が減少

し，累積赤字（平成１４年度は過去最悪状態）を抱える極めて深刻な危機状態に陥って

いるため，控訴人存続のためには人員削減の必要がある。 

イ 募集対象者 

 丸岡工場及び春江工場の従業員（製造課員） 

ウ 募集期間 

 平成１５年９月８日から同月３０日まで 

エ 募集人員 

 ４ないし６名 

オ 募集要領 

 退職金規定に基づく退職金の満額支給のほか、基本給の１か月分の上乗せ支給及び就



職活動特別付加金支給（同年１２月について就労しなくとも１か月分の給与支給）など 

（６）控訴人は，平成１５年６月に大野事務所を閉鎖し，同年１２月に春江工場を閉鎖

した。  

（八）予備的解雇 

 控訴人は，被控訴人に対し，平成１６年１月２４日到達の書面で，予備的に，就業規

則５９条５号に基づき，同年２月２９日をもって解雇する旨の意思表示をした（以下，

この解雇の意思表示を「第２次解雇」という。）。」 

３ 争点と当事者の主張 

（１）原審においては，本件解雇が権利濫用となるか否かが主要な争点であったが，当

審において，新たに，控訴人主張の第２次解雇が解雇権の濫用となるか否か，本件解雇

及び第２次解雇が不当労働行為であるか否かが争点として加わった。 

 これらの争点に関する当事者の主張は，次のとおり原判決を補正し，次の（２）ない

し（４）のとおり加えるほかは，原判決の事実及び理由の第３に記載のとおりであるか

ら，これを引用する。 

１ 本件解雇は解雇権の濫用に当たるか。 

【被控訴人の主張】 

 本件解雇は就業規則５９条５号の控訴人の事業の不振等による剰員の存在を理由と

するものであるから，まず，「事業の不振，縮小，その他運営上やむを得ない事情によ

り剰員を生じ」ている事情が客観的に存在していなければならないことはいうまでもな

いが，このような事情に該当しても，それ故に当然に解雇が有効とされるものではなく，

整理解雇が解雇権の濫用にあたるか否かに関する４要件，すなわち，人員削減の必要性

があること，企業が解雇回避努力義務を尽くしたこと，被解雇者の選定基準が合理的で

あること，解雇手続が妥当であること，の諸点に照らして判断されなければならない。 

（１）人員削減の必要性 

 整理解雇は，労働者に何ら責めるべき事情がないにもかかわらず，使用者側の一方的

事情により従業員としての地位を失わせるものであるから，第１要件として，企業が高

度の経営危機にあり，人員削減の必要性が具体的に存在することが必要である。 

 ところが，控訴人においては，遅くとも平成１２年度末の時点で経営状況悪化の原因

が過剰在庫であると認識していたのであるから，早期に生産調整を実施することができ

たはずであるのに，希望退職者の募集を開始した後約１か月経って初めて操業短縮によ

る生産調整を実施したにすぎず，しかも，本件解雇の３日後には生産調整を中止し，操

業短縮の期間はわずか１週間程度にとどまった。加えて，控訴人は，本件解雇直後の４

月９日付で福井公共職業安定所（ハローワーク）に対し，丸岡工場に所属する生産・品

質管理職員２名の求人申込みを行っており，その際，控訴人を「国内トップの業績と経

営内容を誇り」「優良企業」と説明している。 

 また，控訴人は，株式会社ホクエツが全国に１１の分社を作ったうちの１社であり，



株式会社ホクエツが１００％出資した完全子会社で，資金管理を株式会社ホクエツに依

拠し，人事考課も株式会社ホクエツが行っているのであって，実質的には株式会社ホク

エツの１営業所というべき実態しかない。一方，株式会社ホクエツは，２５０億円の資

産を資本金及び準備金として貯え，自己資本比率は８５．３％に達する優良企業である。

株式会社ホクエツは各分社の利益を利息ないし経営指導料等の名目で回収しており，売

上高総利益率は７６．５％にも及んでいる。控訴人と株式会社ホクエツとのこのような

関係からすると，控訴人の経営状況は１２社全体で評価すべきであって，株式会社ホク

エツの経営状況に照らせば，控訴人の経営が逼迫しているとは到底言い得ない。 

 経営状況についてみても，平成１１年度及び平成１２年度における利益をみると，そ

れぞれ５０００万円超の営業利益と，３５６４万円余，１５３４万円余の経常利益を挙

げており，平成１３年度の決算内容が未確定な本件解雇当時直近となるこれら２年間の

数字をみれば，控訴人が高度の経営危機にあるとはいえない。 

 また，控訴人の販売費及び一般管理費の内実は，雑費が突出しており，これは売上高

の約３％である。控訴人は売上高の３％を経営指導料として株式会社ホクエツに支払っ

ているが，経営指導の中身は明らかでなく，売上高の３％になる合理的理由の説明もな

い。売上高の３％という経営指導料は高額でないとはいえない。控訴人が株式会社ホク

エツに支払う利息と雑費の合計は売上高の７％以上を占めているが，これにまず手を付

けるべきである。 

 控訴人の赤字の累積についても，平成９年の時点で不良在庫処分のために１億３００

０万円の赤字があったから，控訴人の経営状況を推し量るには平成１０年度以降の損益

をみるべきところ，平成１０年から平成１２年までの損益を通算すると，約２３００万

円の利益となり，控訴人の経営が逼迫しているとはいえない。 

 株式会社ホクエツから融資を受けているのは，他の分社も同様であり，控訴人の経営

危機がその理由ではない。控訴人が営業努力で苦境を乗り切ろうと考えていたことは，

控訴人の経営に高度の危機がなかったことを示している。 

（２）解雇回避努力義務 

 企業は整理解雇を回避するために可能な限りの措置を行う必要があり，企業の実態に

即して整理解雇を回避するためにいかなる手だてを講じたかを具体的に検討すべきで

ある。 

 

 控訴人は，毎年数千万円の営業外損失を計上しており，これが控訴人の経営を圧迫し

ているのは明らかであるから，控訴人としてはこの営業外損失を減少させるための措置

が必要であるが，それがいかになされたかについては全く不明である。また，人件費以

外の経費削減や役員報酬の節減などの努力がされているのかどうかも不明である。 

 本件解雇に至った経過をみても，控訴人は，人員削減の発表を行うやその日から希望

退職者の募集を行い，第１次，第２次とも各１週間という短期間の募集を行っただけで，



募集条件もわずかに基本給１か月分の上乗せという低水準にとどまるなど，とりあえず

形式を踏んだというにすぎず，整理解雇を回避するために控訴人が努力したというよう

な実質のあるものではない。また，操業短縮はわずか１週間しか行われず，被控訴人に

ついて職務転換等の措置を検討した形跡もなく，解雇を回避するための方策を誠実に検

討した形跡は認められない。 

 さらに，控訴人は，人員削減の必要性について被控訴人や福井分会に十分な説明を行

わず，経理資料を開示して被控訴人らがこれを書き写して持ち帰った翌日に被控訴人を

解雇している。本件解雇は人員削減の必要性を検討しようとした労働組合を封殺するも

のである。 

 本件解雇後，控訴人は，被控訴人と同じ丸岡工場における生産・品質管理係２名の募

集を行いながら，これを１か月で取り止め，取り止めた当日，３名の従業員についてグ

ループ内の他の工場への派遣・転勤要請をしているが，こうした派遣・転勤・出向・職

種転換等は整理解雇の実施前に優先的に採るべき措置である。 

 控訴人が行った経費節減努力の全てが解雇回避努力にあたるものではない。販売費及

び一般管理費が平成１２年度と平成１３年度とを比較すると減少しているのは事実で

あるが，これは雑費が減少したからである。そうすると，控訴人の経営改善の方法は，

人件費の削減以外にも存することになるし，控訴人の経営危機の原因も異常に過大な雑

費にあることが明らかである。なお，控訴人が株式会社ホクエツに支払う経営指導料は，

春江工場及び丸岡工場での売上高を二重に計上するものであって改善すべきであるの

に，その様子は一切みられず，その差額は平成１２年度及び平成１３年度の合計で約５

０００万円にも及ぶ。また，控訴人は経営指導料には工業所有権の使用料も含むと主張

するが，これら工業所有権の多くは，控訴人が株式会社ホクエツから分社して事業を開

始する前に既に審判請求をしているものである。 

（３）被解雇者の選定基準の合理性 

 整理解雇の必要性が認められたとしても，被解雇者の選定は客観的に合理的な選定基

準が予め設定され，この基準を公正に適用する形でなされるべきである。しかし，控訴

人は選定基準そのものを明らかにせず，選定基準が存在しなかったとしか考えられない。 

 また，勤務査定については，作成経緯が不明であり，内容も粗雑で，技能点について

も客観的評価を得るための技能テストのようなものは行われておらず，班長の主観的評

価で行っていたに過ぎないし，勤務態度も「技能，態度そういうものを含めての貢献度」

という極めて抽象的かつ主観的な基準でしか判断されておらず，実際の査定においては

Ａ工場長がこれに修正を加えていることからも，査定は恣意的に行われていたとみるの

が自然である。 

 規律違反歴については，被控訴人が飲酒を理由に処分を受けたのは平成９年のことで

あるが，被控訴人はそれ以後飲酒を理由に処分を受けたことはなく，５年も以前の処分

歴に被控訴人の整理解雇の根拠を求めているのは，本件解雇がいかに恣意的になされて



いるかを示すものである。また，不良品製造についても，種々の原因が重なって起きた

もので，専ら被控訴人の責任であるとするのは失当である。 

（４）解雇手続の妥当性 

 解雇は労働者の生活に重大な影響を及ぼすものであるから，企業は解雇にあたって労

働者に解雇理由を十分説明して理解を得るよう努めるべきである。しかし，控訴人は，

本件解雇に先立つ３回の団体交渉において全体的な財務資料を開示することに消極的

であり，本件解雇の前日になってはじめて財務資料を開示したのみである。また，団体

交渉において解雇回避努力の内容や効果について全く説明がなく，解雇対象者の選択基

準についても，単に「過去の懲戒処分，注意・警告の有無，回数，過去の人事考課上の

査定評価等会社への貢献度」を基準とすると伝えたにとどまり，解雇の時期・人員につ

いてさえ明らかにせず，事前に労働者側との協議もなく，不利益緩和措置についても事

前に何らの協議もされていない。 

【控訴人の主張】 

 いわゆる整理解雇の４要件は解雇権の濫用にあたるか否かの判断に際しての考慮要

素を類型化したものであって，解雇の有効要件ではなく，整理解雇が有効か否かは事案

ごとの個別具体的な事情を総合考慮して判断すべきである。 

（１）人員削減の必要性 

 企業が整理解雇をするにあたっては，高度の経営危機にあることまでは必要なく，企

業の合理的運営上やむを得ない必要性があれば足りると解すべきである。 

 もっとも，控訴人は本件解雇直前の平成１４年１月当時まさに高度の経営危機にあっ

た。すなわち，土木建設業界は構造的不況にあり，大手ゼネコンですら数社が倒産する

状況で，控訴人のような工事資材製造販売業者の業績も悪化し，倒産に至る企業も多数

に上っていた。また，福井県では，従来から民間の土木建設工事は少なく，工事量の８

割が公共工事であったが，公共工事は年々減少傾向にあり，平成１０年の工事金額に比

して平成１３年は７割弱，平成１４年は約半分という状況であった。控訴人の業績も，

平成６年度に比して年間売上高は３分の１に激減し，累積損失は平成１３年度に過去最

高の２億２９００万円に達した。自己資本額は平成８年度以降連続してマイナスであり，

平成１３年度末には－１億１９００万円に落ち込んだ。このときの自己資本比率は－１

０．０％であり，同業者平均の３０．９％に比して極端に低い。流動比率・当座比率，

有利子負債率は，同業者平均に比して悪かった。これら経営状況の悪さは平成１１年度

及び平成１２年度においても変わるところはない。損益比率の面からみても，平成１３

年度の経常利益率は同業者平均が２．９７％であるのに対し，控訴人は－４．８１％と

同業者平均を下回っている。 

 このような財務状況からすれば，控訴人は，金融機関からの融資を受けられるような

状況にはなく，株式会社ホクエツからの支援によって経営を維持してきた。控訴人は，

平成１４年１月までは一時帰休，希望退職募集ないし整理解雇等の措置をとらずに来た



が，平成１３年１２月末には，当期損失が２５００万円に上ることが予想され，在庫が

適正量の２倍を超える２万トン余に達していた。以上の事情からみて，控訴人が倒産の

危機を含む高度の経営危機にあったことは明らかである。 

 控訴人が生産調整を行わなかったのは，生産調整がさほど経費の節減にならないばか

りでなく，営業政策上マイナスとなるおそれがあり，従業員の意欲を減退させることも

あるためにすぎず，操業短縮を中止したのは新たに製品の注文があったからである。ま

た，ハローワークに生産・品質管理職員２名の求人申込みをしたのは，グループ会社で

あるホクエツ石川からの要請に応えたものであり，ハローワークにおける説明文言は控

訴人が記載したものではない。この募集に対しては数名の応募があったが，適当な人材

が見当たらず，結局１か月で募集を打ち切っている。募集していた人材は被控訴人の職

種と全く異なることからも，人員削減の必要性がなかった等とはいえない。 

 また，控訴人は，営業，経理，労務，人事等を株式会社ホクエツと全く異にする独立

の法人であり，株式会社ホクエツからの借入れは同社の控訴人に対する経営支援の趣旨

である。経営指導料は経営ノウハウの指導，情報管理，商品開発等の委託事務や，工業

所有権の地域独占製造販売権等の対価であり，通常売上高に対する一定の割合として定

められ，３％はむしろ低率である。経営指導料の算定にあたり事業所ごとの売上高を基

準にすると，法人全体の売上高の４．５％から４．７％になるが，これは低額にすぎる

ことはあっても高額にすぎるということは決してない。控訴人は株式会社ホクエツに対

し引き下げを求めたことがあったが，拒絶されている。借入金の利息支払についても何

ら問題はない。平成１２年度から平成１３年度にかけて販売費及び一般管理費が減少し

ているのは，雑費のほか，給料手当，運賃等の減額があるからである。 

 なお，平成１４年度以降も控訴人の経営状況は悪化し続けている。 

（２）解雇回避努力 

 企業は解雇回避努力義務を負うわけではなく，努力することが整理解雇の法律上の要

件であるわけでもない。 

 控訴人は，平成８年６月に従業員数が８５名であったのをピークに，漸次その人数を

減少させ，平成１３年４月には５９名であった。控訴人は平成９年から退職勧奨を行っ

てきたが，その条件は，退職金に基本給１か月分を加えて支給するものであった。また，

控訴人は平成１３年４月までは従業員に対する昇給を行ってきたが，平均昇給率は年々

低下し，平成１３年度は１．３％にとどめざるを得ず，平成１４年度は昇給なしとせざ

るを得なかった。控訴人の取締役は平成１３年６月以降１名減員の３名となり，その報

酬（給与）は，平成１２年度に比して，平成１３年度は約２．７％，平成１４年度は約

４．３％減額したため，平成１３年度には，平成１２年度に比して約８００万円の減額

となった。 

 また，経費節減策としては，平成１０年４月に春江工場場外ヤードの賃貸借契約を一

部解除し，平成１２年４月には全部を解除した。この賃料は年間２２０万円である。ま



た，春江工場近くの社宅を平成１２年４月に廃止し，年間１３万円を削減した。従来本

店及び福井営業所は福井市内のビルを賃借していたが，平成１１年１０月にこれを丸岡

工場に移し，年間１３４２万円を削減するとともに，部門統廃合等を実施した。 

 余剰人員対策としては，平成８年度以降派遣社員の受け入れを要請し，平成１３年１

２月から平成１４年２月まで１名，平成１４年１月から同年２月まで１名をグループ会

社に派遣した。なお，それ以上に受入れに応じてくれる企業は存在しなかった。その他，

製品小運搬業務を実施し，製品納入現場サービス業務を行うなどして余剰人員対策を行

った。 

 さらに控訴人は平成１１年４月から残業手当の削減のため１年以内の変形労働時間

制を採用した。 

 他方で，控訴人は，グループ会社から有力な従業員を招聘して営業力・技術力の増強

を図った。 

 これらの努力により，平成１３年度の販売費及び一般管理費の金額は，平成９年度に

比して２９２４万円の削減となり，平成１２年度に比しても１５８２万円の削減となっ

た。 

 

 このような努力をした上で，控訴人は，本件解雇に先立ち計１４日間希望退職者を募

集するとともに，期間後の退職希望者についても同様の条件での退職を認め，実質的な

希望退職期間は１か月以上にわたった。しかし，予定削減人数には達しなかったため，

本件解雇を実施したものである。 

 控訴人が負担する営業外損失は，控訴人の経営危機の原因ではないが，営業外損失の

内実は支払利息と貸倒損であり，これを減少させるためには利益を出して借入金を返済

する以外にない。なお，借入利率を３％以下にすると課税措置がなされる旨国税当局か

ら通告されている。 

 希望退職における退職条件は，控訴人の経営状態及び退職勧奨に応じた者との均衡を

考慮すれば相当である。 

 操業短縮は生産調整にはなるが人件費削減にならず，被控訴人の職種転換は人件費削

減にならない上，被控訴人を配置転換することは被控訴人の適性から不可能であった。 

 なお，控訴人においては，平成６年度から売上高が年々激減し，平成８年度には１億

３３００万円の当期損失を計上し，以後平成９年度，平成１０年度と赤字決算を計上し

ているから，控訴人の経営者が平成８年度以降高い危機意識を持って経営にあたり，合

理化策を行っていたことは当然である。そして，平成１１年度以降も，累積損失を抱え，

業界の経済環境も悪化の一途をたどっており，合理化策を引き続き行っていたが，平成

１４年１月頃には相当額の損失が予想され，累積損失も過去最高に達し，経済環境も好

転の兆しがなかったことから，希望退職及び整理解雇に踏み切らざるを得なかった。控

訴人が平成８年度以降継続して続けてきた合理化策はとりもなおさず整理解雇を回避



するための努力にあたる。 

（３）被解雇者選定の妥当性 

 控訴人は本件解雇を実施するにあたり，事前に選定基準を設定していた。すなわち，

規律違反歴と過去３年間の昇給査定ランクである。 

 この規律違反歴は客観的事実に基づき，昇給査定ランクは同僚・上司の評価・認識に

裏付けられて既に確定済みのものであり，いずれの基準においても被控訴人を標的とす

るような恣意的運用は不可能であった。 

 被控訴人は，平成９年に度重なる酒気帯び就労に対する懲戒処分（減給）を受け，平

成１３年には不注意に基づく不良品製造に対し厳重警告を受けており，昇給査定におけ

る査定ランクは３年連続Ｄランク（５段階評価）であった。控訴人規模の企業にあって

は，控訴人が実施している方法による勤務査定が一般的である。なお，本件解雇にあた

っては，控訴人は，規律違反歴と勤務査定とを併せた総合判断を行うため，できる限り

客観的に評価できるよう，予め両基準に共通となるポイント制を設定している。 

（４）解雇手続の妥当性 

 控訴人は，信義則上求められる協議・説明義務を十分に尽くしている。 

 すなわち，控訴人は，第１次希望退職募集後第１回団交に応じ，第２次希望退職募集

後の２月１２日の昼礼において，希望退職者がいないことや公共事業の減少，余剰在庫

等を詳しく説明し，指名解雇を示唆している。２月１８日の昼礼においては希望退職の

申出があったことやグループ会社他工場への異動等他の方法による人員削減を検討せ

ざるを得ないことを伝えており，ついで，２月２６日の第２回団交において経理資料を

示して数値の説明をした。その後，控訴人は，３月４日の昼礼で，希望退職・勧奨退職

者が２名いることを発表した上，今後指名解雇に移る予定であり，指名解雇にあたって

は過去の懲戒処分歴，注意・警告の有無，回数，過去の人事考課上の査定評価等会社へ

の貢献度を基準として人選することを明確に伝えた。３月７日の第３回団交では，詳し

い経理資料を示して数値を説明した。その翌日，控訴人は被控訴人に対し書面をもって

指名解雇の通知をしたものである。 

２ 被控訴人が控訴人に請求できる金額 

（被控訴人の主張） 

（１）賃金 

 被控訴人の本件解雇前の賃金は，被控訴人と控訴人との労働契約上，基本給，残業手

当，家族手当，通勤手当，勤務手当及び用具手当から構成されており，月額３７万２１

５４円（毎月月末締め，翌月５日払い）であったから，本件解雇が無効である以上，被

控訴人は，控訴人に対し，本件解雇後毎月これと同額の賃金請求権を有する。なお，平

成１４年３月分の給料については，７万３１５６円を既に受領しているので，未払額は

２９万８９９８円となる。 

（２）損害賠償金（慰謝料及び弁護士費用） 



 被控訴人は，控訴人による違法な本件解雇により，重大な精神的苦痛を被ったから，

その慰謝料として５００万円を請求し，弁護士費用として１００万円を請求する。 

（控訴人の主張） 

 争う。 

（２）第２次解雇が権利濫用となるか否か 

 この争点に関する当事者の主張は，別紙１〈略〉の【第２次解雇に関する主張】欄に

記載のとおりである。 

（３）本件解雇及び第２次解雇が不当労働行為か否か 

 この争点に関する当事者の主張は，別紙１の【不当労働行為に関する主張】欄に記載

のとおりである。 

（４）本件解雇及び第２次解雇の効力に関する補充主張 

ア 被控訴人の主張 

別紙２〈略〉に記載のとおり 

イ 控訴人の主張 

別紙３（ただし，「第１」を除く。）〈略〉に記載のとおり 

第３ 当裁判所の判断 

１ 本件解雇は解雇権の濫用となるか否か。 

（１）本件解雇は，控訴人の就業規則５９条５号の「事業の不振，縮小，その他運営上

やむを得ない事情により剰員を生じ，他の職務に転換することも不可能なとき」に該当

する事由があるとして，被控訴人に対してされた解雇であって，いわゆる整理解雇によ

る解雇である。したがって，本件解雇が有効であるためには，少なくとも就業規則５９

条５号所定の事由，すなわち，控訴人について「事業の不振，縮小，その他運営上やむ

を得ない事情により剰員を生じ」たこと及びその剰員を「他の職務に転換することも不

可能なとき」に該当することを要することは明らかである。 

 そして，整理解雇を含む解雇は，客観的に合理的な理由を欠き，社会通念上相当と認

あられないものであるときには，解雇権の濫用として無効となるところ，整理解雇は，

企業が，労働者には特に帰責事由のない，事業の不振等の経営者側の事情により，雇用

する労働者を解雇するものであるから，労働者が期間の定めがない雇用契約により雇用

されているため，当該雇用契約が長期の継続を予定されている場合においては，解雇が

その労働者に与える重大性に鑑み，〔１〕その労働者に対する人員削減のための整理解

雇の実施が企業経営上の十分に合理的な必要性に基づく措置であるか否か（整理解雇の

必要性の有無及び程度），〔２〕整理解雇を回避するためにどのような措置が実施された

か否か（解雇回避努力の有無及び程度），〔３〕整理解雇対象者の選定が合理的な基準に

基づいてされているか否か（被解雇者選定手続の相当性），〔４〕上記〔１〕ないし〔３〕

についての当該労働者及びその属する労働組合に対する十分な説明が実施されたか否

か（整理解雇手続の相当性）の諸点を総合勘案して，解雇権濫用の有無が判断されるべ



きである。けだし，上記のような雇用関係においては，労働者は，当該企業に長期間勤

務することを前提として長期的な人生設計を立て，他方，企業もまた，そのことにより

熟練した労働者を確保し，そのような労働者の企業への貢献を期待する関係が生じるの

を通常とするから，そのような雇用契約に付随する信義則上の義務として，企業には経

営の状況に応じてその労働者の雇用の安定を図る配慮義務があると解するのが相当で

あるからである。 

 前記前提事実及び弁論の全趣旨によれば、被控訴人は，控訴人との間で期間を定めな

い雇用契約を締結して，同契約に基づき控訴人に雇用されている労働者であることが明

らかであるから，以下において，上記観点から，控訴人が被控訴人に対してした本件解

雇が権利濫用として無効か否かを検討することとする。  

（２）本件解雇の経緯等 

 前記前提事実，証拠（〈証拠略〉，原審及び当審証人Ａ，後記書証）及び弁論の全趣旨

によれば，以下の事実が認められる。 

ア 控訴人の経営状況 

（ア）控訴人は，平成５年８月２０日に資本金１億円で設立され（〈証拠略〉），平成６

年４月から実質的な営業を開始し（〈証拠略〉），平成７年３月期の売上高は３６億９４

００万円で，利益が６００万円であり（〈証拠略〉。１００万円未満は切り捨て。以下，

特に断らない限りは，同じ。），平成８年３月期の売上高は２８億３２００万円で，利益

が９００万円であり（〈証拠略〉），平成９年３月期の売上高は２０億３９００万円で，

損失が１億３３００万円であり（〈証拠略〉），平成１０年３月期以降平成１６年３月期

までの売上高及び損益等は以下のとおりである（以上の内容は〈証拠略〉に取りまとめ

られている。）。なお，販売費及び一般管理費のうち，雑費として計上される支出の９０％

以上は，控訴人が株式会社ホクエツ（以下「ホクエツ」という。）に対して支払う経営

指導料である（〈証拠略〉）。 

〔１〕平成１０年３月期（〈証拠略〉） 

売上高 １７億００００万円 

売上総利益 ２億８８００万円 

販売費及び一般管理費 ３億２４００万円 

（内訳：給料手当９８００万円，運賃８９００万円，雑費８１００万円等） 

営業損失 ３５００万円 

当期損失 ６４００万円 

未処理損失 １億９２００万円 

〔２〕平成１１年３月期（〈証拠略〉） 

売上高 １６億３２００万円 

売上総利益 ３億１５００万円 

販売費及び一般管理費 ３億２４００万円 



（内訳：給料手当１億０１００万円，運賃９２００万円，雑費７８００万円等） 

営業損失 ９００万円 

当期損失 ２６００万円 

未処理損失 ２億１８００万円 

〔３〕平成１２年３月期（〈証拠略〉） 

売上高 １７億３２００万円 

売上総利益 ３億７１００万円 

販売費及び一般管理費 ３億１４００万円 

（内訳：給料手当９２００万円，運賃９０００万円，雑費８５００万円等） 

営業利益 ５６００万円 

当期利益 ３２００万円 

未処理損失 １億８６００万円 

〔４〕平成１３年３月期（〈証拠略〉） 

売上高 １６億７５００万円 

売上総利益 ３億６６００万円 

販売費及び一般管理費 ３億１１００万円 

（内訳：給料手当９６００万円，運賃８８００万円，雑費８２００万円等） 

営業利益 ５５００万円 

当期利益 １６００万円 

未処理損失 １億６９００万円 

〔５〕平成１４年３月期（〈証拠略〉） 

売上高 １４億００００万円 

売上総利益 ２億７１００万円 

販売費及び一般管理費 ２億９５００万円 

（内訳：給料手当８９００万円，運賃７４００万円，雑費７０００万円等） 

営業損失 ２４００万円 

当期損失 ５９００万円 

未処理損失 ２億２８００万円 

〔６〕平成１５年３月期（〈証拠略〉） 

売上高 １３億３０００万円 

売上総利益 ２億１８００万円 

販売費及び一般管理費 ２億７４００万円 

（内訳：給料手当８５００万円，運賃７６００万円，雑費６８００万円等） 

営業損失 ５５００万円 

当期損失 ９３００万円 

未処理損失 ３億２２００万円 



〔７〕平成１６年３月期（〈証拠略〉） 

売上高 １４億０２００万円 

売上総利益 ２億４３００万円 

販売費及び一般管理費 ２億７７００万円 

（内訳：給料手当８２００万円，運賃８２００万円，雑費７３００万円等） 

営業損失 ３４００万円 

当期損失 １億０１００万円 

未処理損失 ４億２４００万円 

（イ）上記（ア）のとおり，控訴人の売上高は平成７年３月期以降減少し，平成１０年

３月期から平成１３年３月期の間は１７億円前後で推移していたが，平成１４年３月期

から平成１６年３月期の間は１３億円から１４億円に低迷し，また，平成９年３月期に

約１億３３００万円の未処理損失（累積損失）を計上し，以後，平成１２年３月期及び

平成１３年３月期にある程度の利益を出したものの，未処理損失は平成１０年３月期に

は１億９２００万円，平成１４年３月期には２億２８００万円，平成１５年３月期には

３億２２００万円，平成１６年３月期には４億２４００万円と，その額が増加した。 

 また，控訴人が抱える在庫商品は，平成１１年３月期に１万トンを超え，以後，平成

１２年３月期に１万２０００トン，平成１３年３月期に１万４０００トンと増加し，本

件解雇当時には２万トンを超えていたが（〈証拠略〉），この在庫量は控訴人の５か月分

の売上に相当するものであった。在庫量が増大すると金利負担が大きくなったり，製品

の劣化等により補修ないし投棄の必要があるなど経営に重大な影響を及ぼすため，控訴

人においては，平成８年度に在庫過大によるデッドストック製品の処分を原因として鯖

江工場の稼働停止を強いられたことがあり（平成９年３月期の多額の損失額の計上の大

部分は，鯖江工場の在庫の処分等によって生じたものであった。），以後在庫過大に対し

て慎重な対応が必要であると認識されていた。 

イ 人員削減等 

（ア）控訴人は，その売上高が上記アのとおり減少し，平成９年３月期以降多額の未処

理損失を抱えることになったため，平成７年度末で８３名いた従業員について，定年等

の退職者の不補充及び退職勧奨により，人員削減に努めた結果，その数は年々減少し，

平成１２年度末（平成１３年３月３１日）には６６名となり（〈証拠略〉），製造課員は

平成１３年１２月時点で丸岡工場勤務者が２５名（〈証拠略〉），春江工場勤務者が１４

名（〈証拠略〉によって認められる１３名に〈証拠略〉によって認められる平成１４年

６月３０日退職の１名を加えた人数）の合計３９名であった。 

 また，控訴人は，平成８年４月から平成９年１２月までに延べ２０名の従業員を他の

分社（株式会社ホクエツの他の子会社）に数か月間ずつ派遣したことがあったが，その

後途絶えていたところ，本件解雇の直前に２名の従業員を他の分社に派遣し，本件解雇

後の平成１４年７月以降２名の従業員を他の分社に派遣した（〈証拠略〉）。 



（イ）控訴人は，経費削減の一環として，平成１２年４月までに，春江工場場外ヤード

の賃貸借契約を解除し，また，同年１０月には本社社屋についての賃貸借契約を解除し

て福井営業所を廃止し，丸岡工場に統合した（〈証拠略〉）。 

 また，控訴人は，平成１２年度までは４名いた取締役を平成１３年度から３名に減員

し（〈証拠略〉），報酬総額も平成１２年度の４０７３万２２４０円から平成１３年度に

は３２５４万３６４０円，平成１４年度には２９２５万３６４０円，平成１５年度には

２７３６万０６４０円と減額した（〈証拠略〉）。 

（ウ）控訴人は，平成１３年度の売上が年度末になっても伸びないため（例年において

は，年度末に売上が増加し，在庫が減少していた。〈証拠略〉），同年度末の製品在庫が，

適正在庫量の１万トン（約２．５か月分）を超え，約２万トンに達することが見込まれ

た上（〈証拠略〉），平成１４年度以降も政府等による公共事業予算の縮減により，売上

の回復が見込めない状況にあったため，平成１４年度以降継続的に減産して在庫調整を

する必要があると考え，平成１４年度以降の売上高を平成１３年度と同程度（平成１２

年度比で約２０％減）と仮定して，平成１４年度末に在庫を適正規模になるまで継続的

に減産して在庫調整をすることとし，減産に伴う余剰人員の削減に踏み切ることにし，

在庫を１年間で適正量に減らすために必要な減産をすることで生じる余剰人員は計算

上１２名から１３名となったが，諸般の事情を勘案して，８ないし１０名を余剰人員と

して人員削減を行うこととした（〈証拠略〉）。そして，控訴人は，その旨を全従業員に

説明した上，平成１４年１月２８日から同年２月１０日まで，前記前提事実（六）（１）

のとおり，希望退職者を募った。 

（エ）そして，前記前提事実（六）（４）及び（６）のとおり，本件解雇までに控訴人

の従業員４名が希望退職ないし勧奨退職することになった。 

ウ 賃金の昇給措置等 

 控訴人の従業員の賃金は，平成１３年４月まで，毎年，昇給があり，その昇給率は平

成１２年４月は１．８％，平成１３年４月は１．３％であったが，平成１４年４月には

賃金を据置き（昇給率０％），平成１５年４月には０．８％の削減措置を講じ，平成１

６年４月には平均６２５円の昇給措置を講じた（〈証拠略〉）。 

エ 控訴人による従業員の募集等 

（ア）控訴人は，本件解雇後の平成１４年４月９日，職業安定所に求人申込みをし，控

訴人丸岡工場として，「生産・品質管理職」の従業員２名を募集した。同募集において

は，勤務地は福井，石川，富山県下の工場であるとされた（〈証拠略〉）。控訴人は，同

年５月１６日，上記募集を取り止めた（〈証拠略〉）。 

（イ）また，控訴人は，同日，従業員宛に「派遣・転勤のお願い」と題する書面を発し，

「需要の減少傾向が続いており，今後これが改善される目途が立たない状況にあります。

今後更なる減産，人員縮小を実施しなければなりません。」とし，実施時期や受入れ工

場及び期間は未だ未定であるとしながら，控訴人の丸岡・春江工場から３名の人員を他



の分社の工場に派遣ないし転勤（転籍）することについて協力を求め，福井分会に対し

ても同様の協力要請をした（〈証拠略〉）。 

（ウ）控訴人は，同年１０月１日付け及び同月１５日付けで，営業の設計部門担当及び

丸岡工場の品質管理担当の従業員として，各１名を採用した。 

オ 控訴人とホクエツとの関係 

（ア）ホクエツは，平成５年，当時，全国に存在していた営業所及び工場等を県単位で

まとめて，独立の会社とする分社化方針に従って，控訴人を含む１１社を設立し，これ

らをいずれも完全子会社（ホクエツの１００％子会社）とした（〈証拠略〉）。そして，

ホクエツは，控訴人を含む１１の子会社との間で，それぞれ，その設立時において，「経

営指導に関する契約書」（控訴人に関しては〈証拠略〉）を取り交わし，経営指導契約を

締結した。この経営指導契約によれば，ホクエツは，上記子会社の委嘱により，子会社

の経営全般にわたり継続的に指導，助言を行い，子会社の本社機能的役割を果たし，子

会社は，その対価として，ホクエツに対し，営業所及び工場の商品売上金額に対する一

定の割合の経営指導料を支払うことを合意し，子会社は，「工場，営業所等重要な営業

拠点の新設，撤退」，「月次，四半期，年間の実績報告」「生産販売に関する重要な事項」，

「重要な労政事項」等３０の事項について，原則としてホクエツに協議又は報告するも

のとされている。 

（イ）控訴人は，上記（ア）の経営指導契約に基づき，ホクエツから，生産・販売及び

経理事務等に関する経営指導を受けており，その内容は，工場長，製造係等の主要な人

事の決定，従業員の採用及び給与額の決定，従業員の定期昇給及び賞与の査定，賞与支

給月数の決定や生産管理態勢等に及び（〈証拠略〉），また，経理事務の全般に及び，資

金管理をホクエツに委嘱している。控訴人がホクエツに同契約に基づき支払う経営指導

料は，営業所及び工場の商品売上金額に対して年３％とされ（〈証拠略〉），その額は，

平成１０年３月期分が７６７８万円，平成１１年３月期が７４５６万円，平成１２年３

月期が７９９０万円，平成１３年３月期が７７１０万円，平成１４年３月期が６５８６

万円（いずれも万円未満切り捨て）であった（〈証拠略〉）。 

（ウ）控訴人は，その営業開始に当たって，平成６年５月３１日付けで，ホクエツから

資産及び債権等の譲渡を受けて，その譲渡代金１３億３０００万円の全部又は大部分を

ホクエツからの借入金とする会計処理をした（〈証拠略〉）。また，控訴人とホクエツは，

同日付けで，控訴人又はホクエツが資金不足を生じた場合，相互に無担保で資金を融資

し，返済すること及びこの融資及び返済を交互計算方式で行うこと，利率を年３％とす

ること等を内容とする金銭消費貸借基本契約を締結し（〈証拠略〉），控訴人は，以後，

同契約に基づき必要な資金をホクエツから借り入れており（上記譲渡代金もホクエツか

らの借入金とされている。），ホクエツ以外からの借り入れはない。 

 そして，控訴人のホクエツからの借入金の額及び支払利息は，平成７年３月期が１０

億５５３９万円及び３８２５万円（〈証拠略〉。いずれも万円未満切り捨てであり，この



段の以下の金額も同様である。），平成８年３月期が１２億３５１１万円及び６０３５万

円（〈証拠略〉），平成９年３月期が１１億６４７９万円及び５５２４万円（〈証拠略〉），

平成１０年３月期が１０億３３５１万円及び４６３２万円（〈証拠略〉），平成１１年３

月期が９億８３５８万円及び４３２７万円（〈証拠略〉），平成１２年３月期が９億３８

５２万円及び４２６８万円（〈証拠略〉），平成１３年３月期が９億０５４３万円及び４

１０５万円（〈証拠略〉），平成１４年３月期が９億７８５４万円及び４２０５万円（〈証

拠略〉），平成１５年３月期が１０億０９９９万円及び６４９０万円，平成１６年３月期

が１０億６５５６万円及び４０５７万円（〈証拠略〉）であった。 

（エ）ホクエツは，平成１３年３月期ないし平成１５年３月期において，資本金１億６

０００万円に対し，各期の利益が９億円前後あり，各期における利益剰余金からの任意

積立金額が２３０億円以上ある優良企業であり（〈証拠略〉），そのような良好な経営状

況はその後も続いている。 

カ 本件解雇の手続 

（ア）ホクエツ労働組合は，控訴人が本件解雇に先立ち希望退職者募集をしたことから，

控訴人に対して団体交渉の申入れをし，控訴人はこれに応じ，平成１４年２月６日，同

月２６日及び同年３月７日にそれぞれ団体交渉が開かれた。同団体交渉において，控訴

人から，控訴人の経営状況等と人員削減の必要性についての説明と協力要請がなされた

が，ホクエツ労働組合は，希望退職者募集の撤回を求め，上記協力要請には応じなかっ

た（〈証拠略〉）。 

（イ）控訴人は，希望退職募集期間が経過しても，退職希望者が予定の人数に達しそう

もないため，平成１４年２月，過去５年間の規律違反歴と過去３年間の昇給査定ランク

を考慮要素とする整理解雇選定基準を策定した（乙８の１，２，乙１２の１，２）。具

体的には，規律違反歴と昇給査定ランクをそれぞれポイント化し，総合点数が低い従業

員を整理解雇の対象とすることとし，昇給査定ランクは，各年度の当初において，当該

従業員が所属する班の班長が，技能及び態度を点数で評価した上（〈証拠略〉），工場長

において点数を調整して５段階にランク付けをしたものであり（乙８の１，２），これ

を整理解雇の基準の一要素として取り入れ，昇給査定ランクが平均より下の者について

マイナス点を付け，これに，過去に受けた規律違反による処分ごとに処分内容に応じて

決めたマイナス点をそのまま加えることで総合点数を出した（乙１２の１，２）。 

 上記により総合点を付したところ，被控訴人は，平成１１年からの昇給査定ランクが

３年連続「Ｄ」であり，平均ランクである「Ｃ」より低かったこと（〈証拠略〉），また，

平成９年に酒臭をさせて就労したとして減給処分を受け（〈証拠略〉），平成１３年には

不良品を生産したとして厳重警告処分を受けていたため（〈証拠略〉），被控訴人の総合

点数は，控訴人の製造課員の中では最も低いマイナス７点となり，次に低い者がマイナ

ス５点（乙８の１に「Ｄ」と記載された者）であり，その次に低い者がマイナス４点（乙

８の１に「Ｅ」と記載された者及びその２欄下の者）であったため，控訴人は，被控訴



人及び上記「Ｄ」と記載された者を第１次指名解雇者とすることにした。 

（ウ）Ａ工場長は，平成１４年３月４日，丸岡工場においてはその昼礼で，春江工場に

おいてはその夕礼で，それぞれ，希望退職者募集後の退職申出者の状況を説明した上，

なお人員削減をする必要があるため指名解雇をする旨明らかにし，指名解雇の基準につ

いては，過去の処分歴と人事査定評価を基準として行う旨説明したが，指名解雇の時期

及び人員数については言及しなかった（〈証拠略〉）。また，控訴人は，同年３月７日に

行われたホクエツ労働組合との第３回団交においても，指名解雇を予定どおり実施する

旨は述べたものの，指名解雇の基準の具体的な内容，指名解雇実施の時期及び人員数を

明確にしなかったため，これらの点に関する具体的な協議はされなかった（〈証拠略〉）。 

（エ）控訴人は，平成１４年３月８日，就業規則５９号５号により，被控訴人ほか１名

の従業員を解雇した（以下「第１次整理解雇」という。） 

（オ）ホクエツ労働組合及び分会と控訴人は，平成９年１１月２８日，労働条件に重大

な変更をきたす他事業所への出向・配転・異動・職種変更並びに事業所閉鎖については，

事前にこれら組合と協議を行うことを内容とする労働協約を締結した（〈証拠略〉）。 

（３）第１次整理解雇の必要性の有無及び程度 

ア 前記前提事実及び上記（２）の事実によれば，第１次整理解雇前の平成１４年１月

当時，控訴人には多額の未処理損失があり，また，例年売上が増加する年度末になって

も，売上が増加せず，在庫商品が増加して多量の在庫商品を抱えていた上，公共事業予

算の縮減により平成１４年度以降の売上の回復の目途もたたなかった状況にあったか

ら，控訴人には，継続的な減産をすることで，在庫商品量を適正化し，損失の発生又は

その増加を防止する必要があったのであり，控訴人が，このような経営状況下において，

継続的な減産とそれにより剰員となる製造課員の人員を削減する必要があると考えて，

人員削減の措置を講じようとすることは，経営上の方策として合理性があるものという

ことができる。 

 なお，控訴人は，前記前提事実（六）（６）及び（七）（２）のとおり，平成１４年３

月５日から同月１２日までの間，生産調整として操業短縮を実施しているが，このよう

な操業短縮措置は，一時的な理由で増加した在庫量を適正な規模にするためには有効な

手段であるものの，将来的に売上の回復が見込めない状況にあって継続的に減産をする

必要がある場合には（控訴人が，平成１３年度の第４四半期の平成１４年１月当時，そ

のような判断をしていたことは上記のとおりであり，実際にも，平成１０年３月期から

平成１３年３月期までの４事業年度において１６億円から１７億円あった控訴人の売

上高は，平成１４年３月期から平成１６年３月期までの３事業年度において１４億円前

後と低迷しているのである。），控訴人の製造する製品について製造原価を押し上げて，

同業他社の同種製品との価格競争力を弱めることになるため（〈証拠略〉），控訴人の製

造し販売する製品が同業他社と競合する関係にない特殊なものである等の特段の事情

が認められない本件にあっては，長期間これを継続することは，控訴人の経営上合理的



な方策とはいい難いのであり，控訴人が操業短縮を短期間で取り止めたからといって，

控訴人について継続的な減産とそれに伴う製品の製造に従事する従業員数の削減措置

の必要があったことを疑わせる事情ということはできない。 

イ もっとも，控訴人は，平成９年度の多額の損失を原因として多額の未処理損失があ

ったものの，平成１２年度及び平成１３年度は連続して当期利益を計上していたところ，

控訴人の借入金は，親会社であるホクエツ以外にはなく，その額は平成１０年度以降減

少傾向にあり，かつ，ホクエツからその返済を求められていたような事情も認められな

いから，平成１３年度の第４四半期における売上の減少があり，在庫商品の増加があっ

たといっても，控訴人がそのことで高度な経営危機状態に陥っていたものということは

できない（控訴人は，控訴人が，平成１０年度以降，その期の未処理損失が資本金，法

定準備金及び別途積立金を上回る，多額の債務超過状態にあり，破綻状態にあった旨主

張するが，控訴人とホクエツとの上記（１）オで認定した関係を考えると，同主張は到

底採用できない。）。 

 そして，控訴人は，上記（２）イ（ウ）のとおり，計算上は１２名から１３名の人員

が余剰となるが，諸事情を考慮して８ないし１０名の人員を削減することとしたとし，

（証拠略）には上記１２名から１３名を算出する計算過程も記載されているのであるが，

その計算過程は在庫商品の量を１年後に適正規模にまで減らすことを主眼としたもの

にすぎず，平成１４年度以降も平成１３年度と同程度の売上と仮定することで，当然に

１２名から１３名の余剰人員が生じることになるのかは容易に理解し難いものである

上，そのようにして算出された１２名から１３名の余剰人員についてどのような諸事情

を考慮して８ないし１０名の人員削減をすることとしたのかが証拠上不明であるから，

控訴人の主張立証をもっては，本件解雇当時，８ないし１０名もの従業員を余剰人員で

あるとして削減をするだけの必要があったというには疑問がないわけでない。 

 また，控訴人は，上記（２）エ（ア）の従業員の新規募集について，新規募集した職

種が生産・品質管理担当であり，控訴人が減産のために人員削減の対象とした製造課員

とは職種が異なるから，第１次整理解雇当時における人員削減の必要性には関係しない

旨主張する。しかし，上記のとおり，控訴人は減産を行うために人員削減を行うことに

したというのであるから，控訴人の製造部門に従前以上の人員を要する状況にはないは

ずであり，控訴人において新規従業員の採用を必要とした事情につき具体的な主張立証

がなされていないことからすると，一方で減産のために人員が余剰となっていたとして

整理解雇までして製造部門の人員削減をしておきながら，他方では製造部門の人員の増

加を来す従業員の新規募集をすることは，製造部門での人員削減の必要性に疑問を抱か

せるものがある。この点に関して，控訴人は，同募集はもともとグループ会社である株

式会社ホクエツ石川（以下「ホクエツ石川」という。）の要請に応じたもので，当初は

石川県内の工場で勤務してもらい，将来的に福井で勤務することを念頭に置いたもので

あるとも主張し，同主張の沿う証拠（〈証拠略〉，原審証人Ａ）もあるが，求人申込書（〈証



拠略〉）には，勤務地として当初より福井県が含まれており，控訴人の主張と合致しな

い上，控訴人主張の従前の従業員派遣状況（〈証拠略〉）に照らし，控訴人とホクエツ石

川との間に新規従業員の募集を代行するほどの人事面での交流があったとみることは

できないし，上記証拠によると，ホクエツ石川が生産・品質管理担当の従業員として募

集した人員は４名であり（〈証拠略〉），控訴人のみならず，株式会社ホクエツ富山（以

下「ホクエツ富山」という。）に同様の要請をしたが，ホクエツ富山では，平成１５年

春卒業予定の学生１名の会社訪問があったとのことであったため，同要請に応じた従業

員募集はしなかった（〈証拠略〉）というのであって，この点でも，控訴人の主張と整合

しないから，控訴人の主張に沿う上記証拠は容易に措信し難いのであり，同主張は採用

できない。 

 これらのことは，控訴人が，平成１４年１月から２月にかけて８ないし１０名の希望

退職者を募りながら，被控訴人を含む６名の希望退職者及び解雇者をもって同時期の指

名解雇を終了させることとし，同年３月１１日に従業員に対し，今後他の分社への派

遣・転勤を十分に検討し，極力退職や解雇を避ける方針である旨説明し（前記前提事実

（六）（１）の事実），同月１３日の福井分会との団体交渉において，控訴人は，本件解

雇を含めて６名の人員削減ができたことで，引き続いて解雇を実施するつもりはなく，

いったん様子をみる旨説明している事実（〈証拠略〉）からも窺われるところである。 

 そうすると、控訴人について，第１次整理解雇当時，人員削減についてその必要はあ

ったものの，それが高度なものであったとまでは認め難いというべきである。  

ウ 他方，被控訴人は，ホクエツが控訴人の親会社であり，控訴人から経営指導料及び

貸付金に対する利息として毎年多額の利益を吸い上げているから，このことを考慮する

と，控訴人について人員削減を必要とする状況にあったとはいえない旨主張するが，控

訴人のホクエツに対する上記の経営指導料及び貸付金利息の支払は上記（２）オで認定

したとおりの契約に基づくものである上，ホクエツは，控訴人以外の子会社とも同様の

契約に基づき経営指導料及び貸付金利息の支払を受領しているが，他の子会社には，そ

のような支払をしても，利益を出している会社もあることが認められるから（〈証拠略〉，

原審及び当審証人Ａ），被控訴人の上記主張は採用できない。 

（４）控訴人による解雇回避努力の有無及び程度 

ア 前記前提事実，上記（２）の事実及び同所に記載した証拠によれば，控訴人は，平

成７年３月期の事業年度以降の売上高の減少と累積損失の発生に対処するために，平成

８年度以降，人員削減及び経費節減を目的として，定年等による退職者の不補充及び退

職勧奨による人員削減，他の分社に対する従業員の派遣，取締役の減員と報酬額の減額，

組織の統廃合等を実施してきたものであり，平成１３年度の第４四半期において，売上

減少による商品在庫量の増大がはっきりしたため，第１次整理解雇の実施に先立って，

希望退職者を募集する手立ても講じていることが認められるから，控訴人において，解

雇を回避するための一応の方策を講じているものということはできる。 



イ しかしながら，平成１３年度の第４四半期前までにおいて控訴人がした人員削減と

種々の経費節減策の実施は，たしかに，控訴人の経営状況の改善に資するものではあっ

たが，整理解雇が客観的に合理的な理由に基づくものであり，社会的に相当と認められ

るためには，人員削減の必要が生じた後に，雇用調整を目的として配転・出向，希望退

職者募集等の解雇回避のための措置が十分に実施される必要があり，これらは日々行わ

れる経営状況改善のための努力とはその性質を異にするものであって，控訴人が人員削

減の必要が生じるまでに上記のような経営状況改善のための方策を実施したからとい

って，当然には，第１次整理解雇との関係で解雇回避措置を十分に講じたことにはなら

ないというべきである（もとより，控訴人が人員削減の必要が生じるまでに実施した経

営状況改善方策は，その多くにおいて人員削減の必要が生じた後の解雇回避措置と共通

するものがあるから，控訴人が従前において人員削減及び経費節減のために実施した方

策が多様かつ徹底したものであればある程，控訴人が人員削減の必要が生じた後に有効

に実施し得る解雇回避措置が限定される関係にはあることも当然のことである。）。 

ウ ところで，控訴人が，第１次整理解雇に先立って実施した希望退職者の募集は，前

記前提事実のとおり，会社都合による退職金の支給のほかに，基本給１か月分を上乗せ

支給するとの条件でされたものであるが，この条件は，その内容において，控訴人が整

理解雇を理由として従業員を即時解雇する場合には当然に支給しなければならない退

職金と解雇予告手当を支給するというにすぎず，引き続き控訴人の従業員として稼働し

たいと考える者をして，退職を希望させるだけの魅力的なものであるということはでき

ないのであり，実際にも，控訴人がした希望退職者募集期間中には希望退職者は一人も

現れなかったのである。 

 したがって，控訴人が実施した希望退職者募集は，解雇を回避するために十分に有効

なものであったとはいえない。 

 この点に関して，控訴人は，上記のような希望退職者募集の条件について，控訴人が

従前していた勧奨退職の条件を考慮し，控訴人の経営状況に照らすと，相当なものであ

った旨主張する。なるほど，希望退職者募集の条件は，控訴人の経営状況等の諸事情（特

に支払能力）に依存することであるから，どのような内容をもって相当なものというべ

きかは一律に定め難いとはいうことができるが，同条件に応じて従業員が退職した場合

の人件費削減効果と比較衡量して，できるだけ従業員にとって魅力的な内容のものでな

ければ，その目的を達することができないことも明らかであるところ，控訴人において，

上記のような比較衡量をし，控訴人がその経営状況から希望退職者に支払をすることの

できる額を検討した上で，希望退職者募集の条件を定めたことを認めるべき証拠はない

から，控訴人の上記主張は採用できない。 

エ そして，第１次整理解雇は，減産に伴うものであって，直接には控訴人の従業員の

うち製品の製造に従事する従業員（製造課員）の余剰による人員削減を目的とするもの

ではあるが，解雇回避のためには，製造課員の生産管理担当係又は事務員への配置転換



も考えられるが，控訴人において，そのような配置転換を具体的かつ十分に検討したこ

とを認めるに足りる証拠はない。 

 この点に関して，控訴人は，被控訴人のみについて，従前の経歴等から製造課員から

生産管理担当係等への配置転換の余地はなかった旨主張するが，解雇回避のための配置

転換の可否は，控訴人の全部門及び全従業員について検討されるべきであるから，控訴

人主張のとおり，被控訴人については上記のような配置転換の余地がなかったからとい

って，他の製造課員の上記の配置転換についても十分に検討したものと認められない以

上，解雇回避のための措置を十分に講じたものということはできない。 

オ また，ホクエツが控訴人を含む１１社を分社化した経緯及びホクエツと控訴人を含

む１１社がホクエツの完全子会社であり，かつ，ホクエツと経営指導契約を締結して，

その経営指導下にあって，経営指導料を支払っていることなどのホクエツと控訴人，控

訴人と他の分社の関係に関する上記（２）認定の事実によれば，控訴人が，減産により

余剰となった従業員を他の分社へ派遣し，出向（転籍）させることは解雇回避のための

方策として有効な措置であった可能性があり，実際にも，控訴人は，第１次整理解雇後

の平成１４年５月には，従業員を他の分社へ派遣し，あるいは出向（転籍）させること

を前提として従業員に対して協力要請をしている事実（〈証拠略〉）がある。ところが，

控訴人において，第１次整理解雇に先立って，そのような他の分社への派遣及び転籍を

具体的かつ十分に検討したことを認めるに足りる証拠はない。 

 この点に関して，控訴人は，被控訴人の所属するホクエツ労働組合が上記派遣等に強

硬に反対していたから，被控訴人がこれに応じることは考えられなかったとし，また，

第１次整理解雇当時において，他の分社から上記派遣等の要請がなかった旨主張し，同

主張に沿う証拠（〈証拠略〉，原審証人Ａ）もある。しかし，これら証拠は，単に他の分

社から上記派遣等の要請がなかったということを述べるにすぎず控訴人において，第１

次整理解雇を実施するに先立って，解雇を回避するために，他の分社に対し，ホクエツ

を通じて又は直接に，控訴人の経営状況を説明して，派遣又は出向（転籍）を積極的に

要請した結果，そのような要請はなかったということを述べるものではない。そして，

上記のような要請があった場合には，福井分会に属する従業員のみならず，他の従業員

に対しても，派遣又は出向（転籍）を求めることもできるわけであるから（もっとも，

実際に派遣又は出向（転籍）させるとなれば，当該従業員の同意等を得る必要がある場

合があることは当然としても），被控訴人の属するホクエツ労働組合が上記派遣等に反

対しているということで，上記派遣等についても十分に検討していない以上，解雇回避

のための措置を十分に講じたものということはできない。 

カ 以上によれば，控訴人が実施した希望退職者募集は，解雇を回避するために十分に

有効なものであったとはいい難い上，他に解雇回避のために取り得る可能性のある手立

てについて十分に検討した事実も認められないから，控訴人において，第１次整理解雇

に先立って，解雇を回避するために十分な努力を尽くしたものとは認められない。 



（５）被解雇者の選定手続の相当性 

ア 上記（２）カ（イ）の事実によれば，第１次整理解雇の対象者の選定は，昇給査定

ランクと規律違反歴によっているところ，昇給査定ランクは通常の業務の過程で作成さ

れ，会社に対する貢献度を図る上で一応の指標となるものであるから，これを解雇対象

者の選定基準とすることには合理性があり，具体的な評価の方法についても，３年間の

昇給査定ランクを参照することで，極端な評価の偏りによる不当な結果をある程度避け

ることができることからすると合理性があると考えられる。また，規律違反歴を解雇対

象者の選定基準とすることも，規律違反歴は客観的資料により確認することができ，合

理性を有する。したがって，控訴人が解雇対象者の選定基準としてこれらの資料を参照

することとしたことについて，不合理であるということはできない。 

イ 被控訴人は，昇給査定は恣意的になされたおそれがあると主張し，確かに同査定は

評価者の主観により左右されるおそれがあるものの，昇給査定に関し被控訴人ないし他

の従業員につき恣意的に不利益な査定がなされたと認めるべき事情はなく，昇給査定が

第１次整理解雇とは無関係に行われていること，第１次整理解雇に際しては３年間の昇

給査定ランクが参照されており，基準の公平性について相応の考慮が払われていること

から，被控訴人の上記主張は採用できない。 

 また，被控訴人は，第１次整理解雇において平成９年の被控訴人の規律違反歴が考慮

されていることから，本件解雇が恣意的になされた旨主張する。しかし，控訴人の策定

した整理解雇基準においては，規律違反歴について，その考慮対象期間が，昇給査定ラ

ンクの３年間より長い５年間とされているが，昇給査定と規律違反の性質の相違に照ら

すと，上記の相違をもって，整理解雇対象者の選定基準として不合理であるとまではい

えないのであり，被控訴人の上記主張は採用できない。 

 さらに，被控訴人は，上記規律違反歴等の内容について，被控訴人には当該分に相当

するような事実がなかったなどと縷々主張し，同主張に沿う証拠（〈証拠略〉，原審及び

当審被控訴人本人）もある。しかし，被控訴人自身の作成した懲戒処分等に関する文書

等（〈証拠略〉）に照らし，これら懲戒処分等が不当になされたものと認めることはでき

ないから，被控訴人の上記主張は採用できない。 

ウ そうすると，控訴人が第１次整理解雇においてした被解雇者の選定手続は相当なも

のであったということができる。 

（６）第１次整理解雇手続の相当性 

ア 上記（２）カ（オ）のとおり，ホクエツ労働組合及び分会と控訴人は，平成９年１

１月２８日，労働条件に重大な変更をきたす他事業所への出向・配転・異動・職種変更

並びに事業所閉鎖については，事前にこれら組合と協議を行うことを内容とする労働協

約を締結していたところ，この労働協約においては，協議の対象として整理解雇の場合

は明記されていないが，組合員に対する整理解雇は，協議の対象として明記されている

「他事業所への出向・配転・異動・職種変更」以上に当該組合員の労働条件に重大な変



更を来すものであるから，組合員が対象となり得るような整理解雇の実施は上記労働協

約による協議対象事項に含まれるというべきである。 

 したがって，控訴人は，上記労働協約により（なお，仮に組合員に対する整理解雇が

上記労働協約による協議の対象とはならないとしても，上記１で説示した雇用契約に基

づく配慮義務により），被控訴人及びその属するホクエツ労働組合との間で，第１次整

理解雇の必要性，控訴人が実施した解雇回避措置の内容，整理解雇の実施時期・人数及

び被解雇者選定基準の内容について具体的に説明し，その理解を得るために誠実に協議

することを要するものというべきである。 

イ これを第１次整理解雇についてみるに，前記前提事実，上記（２）カの事実及び証

拠（〈証拠略〉）によれば，控訴人は，第１次整理解雇について，従業員に対して事前に

一応の説明をし，また，ホクエツ労働組合との団体交渉に応じて，第１次整理解雇の必

要性等についても一応の説明を行っているものの，控訴人の従業員に対する上記説明は，

実施する整理解雇の時期及び人員数について具体的に説明したものではなく，被解雇者

の選定が過去の処分歴及び人事評価査定を基準とすることについても，その旨の説明は

あったが，その具体的内容の説明はなかったのであり，さらに，説明がなされためは昼

礼の際であったというのであるから，控訴人が第１次整理解雇について開示した情報は，

開示の機会及び内容のいずれについても必ずしも十分なものとはいえなかったし，控訴

人のホクエツ労働組合との団体交渉における上記説明も，整理解雇の実施時期及び人員

数，被解雇者選定基準についてこれを明示して同労働組合と協議をした事実はなかった

のであり，むしろ，控訴人が，第３回団交において，平成１０年度以降の決算報告書を

同労働組合に提示し，同労働組合がその分析・検討を行うべく資料を持ち帰ったことを

認識しながら，その翌日に同労働組合の役員である被控訴人の解雇を実施していること

からすると，控訴人は第１次整理解雇に関する同労働組合との協議には著しく消極的で

あったと認めるのが相当である。 

 したがって，控訴人が，従業員及びホクエツ労働組合に対し，少なくとも，本件解雇

を含む第１次整理解雇の実施時期及び方法，被解雇者の選定基準について十分な説明し，

誠実に協議したものということはできず，控訴人の第１次整理解雇手続が相当なもので

あったとは認められない。 

（７）まとめ 

 上記のとおり，控訴人が整理解雇として被控訴人にした本件解雇は，整理解雇の必要

性は一応肯定でき，被控訴人を含む被解雇者選定手続は相当なものであったものの，整

理解雇の必要性が高度とはいえない状況下において，十分な解雇回避措置が講じられる

ことなく，解雇手続にも相当性を欠く部分があったから，結局において，客観的に相当

な理由を欠き，社会通念上相当と認められない場合として，解雇権の濫用に該当し，無

効というべきである。 

 したがって，被控訴人は，本件解雇後も，控訴人との間に労働契約上の権利を有する



地位にあるものである。 

２ 第２次解雇が権利の濫用となるか否か。 

（１）前記前提事実，上記１（２）の事実，証拠（〈証拠略〉，当審証人Ａ）及び弁論の

全趣旨によれば控訴人がした第２次解雇は，控訴人春江工場の閉鎖に伴って余剰となっ

た製造課員について，人員削減を行うための整理解雇として実施されたものであること

が明らかである（以下「第２次整理解雇」ともいう。）。 

 そこで，以下において，上記１（１）で説示したところに従って，第２次整理解雇が

権利の濫用に当たるか否かを検討する。 

（２）第２次解雇に至る経緯 

 上記１（２）の事実，証拠（〈証拠略〉，当審証人Ａ，後記証拠）及び弁論の全趣旨に

よれば，以下の事実が認められる。 

ア 控訴人の経営状況 

 控訴人の経営状況は，第１次整理解雇後も悪化し，売上の減少等により，平成１４年

３月期の損失が５９００万円，未処理損失が２億２８００万円となり，平成１５年３月

期の損失が９３００万円，未処理損失が３億２２００万円となった。控訴人は，上記の

ような売上の減少により，生産量が丸岡工場のみでまかなえる程度となったため，平成

１５年４月，建物及び設備等が老朽化した春江工場を閉鎖して，生産を丸岡工場に集中

させて生産効率を上げるとともに，大野事務所も閉鎖をし，春江工場及び大野事務所の

閉鎖に伴って剰員となった従業員数を削減する合理化をすることにした。そして，控訴

人は，今後の需要予測及び製品の見直し等により，控訴人における今後の年間生産量を

３万５０００トンから４万トンと予測し，そのために必要な製造課員数が２３名から２

５名と算出した。他方，その当時（平成１５年６月当時）において，丸岡工場及び春江

工場に勤務する製造課員が２９名であったため，控訴人は，上記生産に必要な人員以外

の製造課員４ないし６名は剰員として，春江工場の閉鎖に合わせて，削減措置を講じる

こととした。 

イ 賃金削減措置 

 上記１（２）ウのとおり，控訴人は，平成１４年４月には賃金を据置いたが，平成１

５年４月には，０．８％の削減措置を講じた。 

ウ 希望退職者の募集等 

（ア）控訴人は，平成１５年４月１７日，ホクエツ労働組合に対し，平成１５年１２月

末日をもって春江工場を閉鎖すること及び同年６月末日をもって大野事務所を閉鎖す

ること，それに伴い製造課員４ないし６名（ただし，被控訴人を除く。），事務職員２な

いし３名が余剰となるので，人員削減策を講じる必要があることを説明し，また，平成

１４年４月１８日，全従業員に対し，上記と同様の説明をして，協力を要請した。 

（イ）控訴人は，同年５月２３日，大野事務所を同年６月２１日付けで閉鎖することを

決定し（同事務所は同日閉鎖），そのころ，同事務所に勤務していた従業員（事務員）



１名に対し，会社都合による退職金の支給及び基本給１か月分の付加の条件を提示して

退職勧奨をした結果，同事務員は同月末日をもって退職した（乙８５）。 

（ウ）控訴人は，同年８月２７日，ホクエツ労働組合との間で，春江工場閉鎖問題に関

する第１回団体交渉を行い，同労働組合に対し，控訴人の経営の実情，春江工場閉鎖の

必要性とそれに伴う人員削減の必要性等を説明した。また，控訴人は，同年９月３日，

ホクエツ労働組合との間で，春江工場閉鎖問題に関する第２回の団体交渉を行い，同労

働組合に対し，第１回団体交渉時と同様の説明をするとともに，解雇回避措置のために

行う希望退職者募集に関する説明（前記前提事実（六）（６）に記載の内容の説明のほ

か，希望退職者が同年１１月末日時点で未消化の年次有給休暇を有している場合にはそ

の日数に応じて基本給相当額を支払う旨も説明）した。 

 しかし，いずれの団体交渉においても，整理解雇実施の時期及び人数，被解雇者選定

基準の内容については，その具体的な内容を明らかにしなかった。 

（エ）控訴人は，同年９月８日，前記前提事実（六）（５）に記載の希望退職者の募集

をした。 

（オ）上記（エ）の希望退職者募集に応じて，同年９月３０日に製造課員２名から，同

年１２月１０日に製造課員１名から，それぞれ退職申出があり，いずれも同年１２月３

１日付で退職した。 

 そして，平成１６年３月７日に製造課員１名が定年退職することになっていた。 

（カ）なお，控訴人は，春江工場及び福井事務所に勤務していた従業員（事務員）各１

名に対して勧奨退職をした結果，春江工場の従業員（事務員）が平成１５年１０月１０

日に平成１６年１月３１日付けで，また，福井事務所の従業員（事務員）が平成１５年

１０月１５日に同年１２月３１日付けで，それぞれ退職することを承諾し，上記各日に

退職し，また，同年１２月１０日に嘱託運転手１名から同年１２月３１日をもって退職

する旨の申出があって，同日に退職し，さらに，控訴人は，同年１２月１５日，春江工

場に勤務していた生産管理担当者１名を平成１６年１月３１日をもって，株式会社ホク

エツ新潟に転籍させることとした（乙８５）。 

エ 被控訴人に対する第２次解雇 

（ア）上記ア及びウのとおり，控訴人は，春江工場の閉鎖に伴い，製造課員４ないし６

名（被控訴人を除く。）が余剰人員となるとして，希望退職の募集等をした結果，平成

１５年１２月末までに３名の製造課員が退職し，平成１６年３月には製造課員１名が定

年退職予定であったため，被控訴人に対する本件解雇が有効であれば，既に控訴人が予

定した人数の製造課員の削減の目途が立ったものの，被控訴人に対する本件解雇が無効

であり，被控訴人がなお控訴人の従業員としての地位を有することになれば，なお１名

の製造課員が剰余人員となるとして，後記（イ）の被解雇者選定基準に従って被控訴人

を被解雇者に選定して，同年１月２４日，前記前提事実（八）のとおり，被控訴人に対

して第２次解雇をした（以下「第２次整理解雇」ともいう。）。 



（イ）控訴人は，第２次整理解雇に当たって，第１次整理解雇における解雇基準策定の

際と同様に，過去５年間の規律違反歴及び過去３年間の昇給査定ランクを考慮して解雇

基準を策定したが（したがって，過去５年間の規律違反歴については平成１１年度から

平成１５年度分，過去３年間の昇給査定ランクについては平成１３年度から平成１５年

度分），被控訴人については，本件解雇後勤務実績がないため，第１次整理解雇におけ

る解雇基準のそれと同一（したがって，過去５年間の規律違反歴については平成９年度

から平成１３年度分，過去３年間の昇給査定ランクについては平成１１年度から平成１

３年度分）とした上，第１次整理解雇における解雇基準と同様の方法で点数化し，比較

検討した結果，被控訴人がマイナス７点と最低であり，次に低い点数の者がマイナス５

点の者（乙１１３の番号１３の者）であった。 

（３）上記１の認定説示及び上記（２）の認定事実によれば，第２次整理解雇のための

希望退職者募集の当時，控訴人の経営状況は，第１次整理解雇時点よりも明らかに悪化

していたから，控訴人が，春江工場を閉鎖して丸岡工場に生産を集中化して生産効率の

上昇を図り，それによって余剰となった製造課員（直接に生産に従事する従業員）につ

いて削減措置を講じようとする経営方針を立て，これを実施しようとしたことに合理性

がないとは到底いえないのであり，控訴人には，第２次整理解雇当時，上記余剰となっ

た製造課員についての人員削減のための整理解雇の必要性があったことは優に肯定で

きる。 

 しかしながら，上記（２）ウの事実及び上記（２）冒頭記載の証拠によれば，控訴人

が，第２次整理解雇の際に実施した解雇回避のための措置は，希望退職者募集条件が，

第１次整理解雇の際のそれに比べて，実質的に基本給の１か月分が上積み支給されるな

どの点で充実したものとなった点を除くと，第１次整理解雇の際に実施された解雇回避

のための措置とほとんど同様であったことが認められるから（乙８５には、第１次解雇

後，より多くの従業員が他の分社に対して派遣及び出向できるよう，他の分社に対する

受け入れ要請をした旨の記載があるが，それがどのような態様でなされたのかについて

の具体的な記載がなく，他に同記載を裏付けるような的確な証拠もないから，第２次整

理解雇の際に当たって実施した上記派遣等の要請が，第１次整理解雇の際のそれよりも

実効性のある手段方法でなされたものとまでは認められない。），上記１（４）で説示し

たとおり，控訴人が，第２次整理解雇に当たって，解雇を回避するために十分な努力を

尽くしたものとはいえない。 

 そして，上記（２）エのとおり，控訴人は，被控訴人に対する本件解雇が無効であり，

被控訴人がなお控訴人の従業員としての地位を有することになれば，なお１名の製造課

員が余剰人員となるとして，第２次整理解雇に当たって，過去５年間の規律違反歴及び

過去３年間の昇給査定ランクを考慮して策定した解雇者選定基準に従って被控訴人に

対して第２次解雇をしたものであるが，上記解雇者選定基準は，被控訴人以外の製造課

員については平成１１年度から平成１５年度までの過去５年間の規律違反歴と平成１



３年度から平成１５年度までの過去３年間の昇給査定ランクを考慮要素とし，他方，被

控訴人については，本件解雇後勤務実績がないため，第１次整理解雇における解雇基準

のそれと同一の期間の規律違反歴（平成９年度から平成１３年度までの過去５年間の規

律違反歴）と過去３年間の昇給査定ランク（平成１１年度から平成１３年度までの昇給

査定ランク）が考慮要素として策定されたものであった。控訴人は，上記のとおり，被

控訴人と被控訴人以外の者との間で考慮した過去５年間の規律違反歴と過去３年間の

昇給査定ランクの期間が相違するのは，被控訴人について本件解雇後の勤務実績がない

以上，不当ではない旨主張するのであるが，被控訴人について本件解雇後の勤務実績が

ないのは，控訴人が，無効な本件解雇により控訴人の従業員ではなくなったとして，被

控訴人の就労を拒否していることによるのであるから，そのことを第２次整理解雇の際

の被解雇者選定基準において被控訴人の不利益となるような態様で考慮することは到

底合理的とはいえない。したがって，被控訴人についても，他の製造課員と同様に，規

律違反歴については平成１１年度から平成１５年度までの過去５年間分，昇給査定ラン

クについては平成１３年度から平成１５年度までの過去３年間分を考慮要素として取

上げて，他の製造課員のそれと比較すべきであり（この場合，被控訴人については，平

成１３年度の昇給査定ランクしかないため，本件解雇後も従前どおりの勤務をしたもの

として，平成１４年度及び平成１５年度の各昇給ランクを平成１３年度の昇給査定ラン

クと同一であると推定することは合理的であるが，本件解雇後について実際に存在しな

い規律違反をも擬制することまでは到底合理的とはいえず，許されないものと解する。），

そうすると，控訴人の採用した方法で点数化すると，被控訴人の点数は，マイナス４点

となり，他方，被控訴人の以外の製造課員で最も点数の低い者はマイナス５点であった

のであるから，被控訴人が，控訴人の計算による剰員の最後の一人として，第２次整理

解雇の被解雇者に選定されることはなかったものである。したがって，第２次整理解雇

における被解雇者選定手続の相当性は，これを肯定できないというべきである。  

 また，上記（２）ウの事実及び上記（２）冒頭記載の証拠によれば，控訴人が，第２

次整理解雇に関して，従業員及び被控訴人の属するホクエツ労働組合に対して行った説

明は，第１次整理解雇の際と同様，控訴人の経営状況及び春江工場閉鎖とそれに伴う人

員削減の必要性等を内容とするものであって，整理解雇の実施時期及び人員数，被解雇

者選定基準の具体的な内容には及んでいなかったのであるから，上記１（６）で説示し

たとおり，控訴人が，第２次整理解雇の実施時期及び方法，被解雇者選定基準について

十分な説明をし，誠実に協議したものということはできず控訴人の第２次整理解雇の手

続が相当なものであったとは認められない。 

 そうすると，第２次整理解雇は，客観的に相当な理由を欠き，社会通念上相当と認め

られないものというほかないから，解雇権濫用として，無効というべきである。 

 したがって，被控訴人は，第２次整理解雇後も，控訴人との間に労働契約上の権利を

有する地位にあるものである。 



３ 被控訴人が請求できる賃金の額 

（１）控訴人のした本件解雇及び第２次解雇はいずれも無効であるから，被控訴人は控

訴人に対し本件解雇以後の賃金請求権を有するところ，弁論の全趣旨によれば，控訴人

は，本件解雇及び第２次解雇が有効であるとして，被控訴人が控訴人との間に労働契約

上の権利を有する地位にあることを否定し，その就労を拒否していることは明らかであ

るから，被控訴人の就労債務は，控訴人の責めに帰すべき事由により，履行不能となっ

ているものであり，したがって被控訴人は，民法５３６条２項本文により，上記労働契

約に基づいて控訴人に有する賃金請求権を失わない。 

（２）そこで，被控訴人が控訴人に請求できる賃金額について検討する。 

ア 前記前提事実，証拠（〈証拠略〉）及び弁論の全趣旨によれば，被控訴人と控訴人間

の雇用契約（労働契約）に基づく平成１３年４月分から平成１４年２月分までの被控訴

人の賃金（基本給〈２９万１８００円〉，勤務手当〈５万４６６０円〉，家族手当〈５４

００円〉の合計額）は月額３５万１８６０円（支給日は翌月５日）であり，賞与につい

ては，平成１４年度の受給額と最近の経済状況に照らし，被控訴人の受給額は毎年６月

末日及び１２月末日の各期において６０万円を下らないものと認められる。 

 被控訴人は，用具手当，通勤手当と時間外手当を含めた支給額の平均額を基準にして

賃金の請求をするが，証拠（〈証拠略〉）によれば，控訴人が製造課員等に支給する用具

手当は，実費弁償的な性質のものであることが認められ，また，控訴人が従業員に支給

する通勤手当の性質が労働の対価としての賃金であるか実費支弁的な性質のものであ

るかを確定するに足りる証拠がなく，さらに，残業手当は，その性質上，特約，慣行，

その他特別の事情のない限り単に従業員が使用者との間の労働契約を締結しているこ

とから当然発生する権利ではなく，使用者の残業命令に応じ従業員が現実に残業に従事

した場合にはじめて発生する権利であることからすると，いずれもこれらを被控訴人が

賃金として請求できるものということはできない。 

 他方，控訴人は，勤務手当が従業員の皆勤，精勤に対する手当であり，現実に就労し

ない者に対しては支給されないから，賃金として請求できない旨主張する。しかし，証

拠（〈証拠略〉）及び弁論の全趣旨によれば，控訴人がその従業員に対して支給する上記

勤務手当は，個人別に予め定められた手当支給月額について，欠勤の日数に応じて所定

の率（１２０％から０％まで）を乗じた金額を支給するというものであるが，給与を補

完する生活給的な性質をも有する手当であること，被控訴人は，本件解雇前１年間は欠

勤なく勤務し，毎月１２０％の額（平成１２年４月以降月額５万４６６０円）の勤務手

当を受領していたことが認められるから，被控訴人は，本件解雇後の賃金として，上記

勤務手当月額を請求できるものというべきである。 

イ したがって，控訴人は，被控訴人に対し，賃金請求権に基づき，次の金員を支払う

義務がある。 

〔１〕平成１４年３月分（賃金残額）２７万８７０４円 



 上記３５万１８６０円から受領を自認する７万３１５６円を差し引いた金額である。 

〔２〕平成１４年４月分から平成１５年９月分まで毎月３５万１８６０円の賃金（計６

３３万３４８０円） 

〔３〕平成１４年６月，同年１２月，平成１５年６月の各末日限り各６０万円の賞与（計

１８０万円） 

〔４〕平成１５年１１月（１０月分）から本判決確定の日まで毎月５日限り各３５万１

８６０円の賃金 

〔５〕平成１５年１２月から本判決確定の日まで毎年６月と１２月の各末日限り各６０

万円の賞与 

４ 結論 

 以上によれば，被控訴人の地位確認請求は理由があるからこれを認容し，被控訴人の

賃金請求は，主文第１項（１）の限度で理由があるから，同限度で認容し，その余を失

当として棄却すべきである。 

 よって，原判決中，被控訴人の賃金請求に関する部分を上記の趣旨に変更し（なお，

平成１４年１２月分の賞与に関する遅延損害金は平成１５年１月１日から認容すべき

であるが，原判決を控訴人の不利益に変更できないから，この点は原判決のままとす

る。），控訴人のその余の控訴は理由がないから，これを棄却することととして（なお，

控訴人申立ての仮執行免脱宣言は相当でないので，これを付さない。），主文のとおり判

決する。 

名古屋高等裁判所金沢支部第１部 

裁判長裁判官 長門栄吉 裁判官 田中秀幸 

 裁判官渡邉和義は転勤のため署名押印することができない。 
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