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       判   決 

 

原告 X 

被告 株式会社システムワークス 

代表者代表取締役 Y 

訴訟代理人弁護士 岡和彦 

 

 

       主   文 

 

１ 被告は，原告に対し，２２２万３７１７円及びうち２０６万４９３１円に対する平

成１３年７月３１日から支払済みまで年１４．６パーセントの割合による金員を支払え。 

２ 被告は，原告に対し，１７９万５６１４円及びこれに対する本判決確定の日の翌日

から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

３ 原告のその余の請求を棄却する。 

４ 訴訟費用は被告の負担とする。 

５ この判決は，第１項に限り，仮に執行することができる。 

 

 

       事実及び理由 

 

第１ 請求 

１ 被告は，原告に対し，２４５万２５７９円及びうち２２９万２４６９円に対する平

成１３年７月３１日から支払済みまで年１４．６パーセントの割合による金員を支払え。 



２ 被告は，原告に対し，２２９万２４６９円及びこれに対する本裁判確定の日の翌日

から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

第２ 事案の概要 

 本件は，被告の従業員であった原告が，年俸制の労働契約を被告と締結し，時間外労

働を行ったとして，被告に対して，未払賃金等２４５万２５７９円（〔１〕平成１１年

１１月１６日から平成１３年６月２０日までの未払時間外労働等割増賃金３６２万４

４９２円，〔２〕これらに対する各弁済期の翌日から平成１３年７月３０日までの商事

法定利率年６分の割合による遅延損害金１６万１１０円，〔３〕平成１２年，１３年に

各年７月及び１２月に支払われるべき未払賃金４６万７０００円，の合計から既払金１

７９万９０２３円を控除した残額）及び前記金額から〔２〕を控除した残額に対する退

職日の後である平成１３年７月３１日から支払済みまで賃金の支払の確保等に関する

法律所定の年１４．６パーセントの割合による遅延損害金並びに前記未払賃金と同額の

付加金及びこれに対する判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年５分の割

合による遅延損害金の各支払を求めている事案である。 

１ 争いのない事実等 

（１）被告はシステム開発を業とする株式会社である。原告は平成１１年１１月１６日

に被告に入社し，平成１３年６月３０日に退職した。 

 週休２日制で，土曜日と日曜日は休日とされていた。 

 被告代表者は，原告に対し，採用時に，年俸制なので残業手当は支払わないと言った。 

 

（２）原告は，別表１〈略〉記載のとおり，時間外労働等を行った（ただし，平成１２

年１０月１０日については争いがある。）。 

（３）賃金は毎月２０日締めで当月２５日に支払われることとされており，被告は，原

告に対し，少なくとも，平成１１年１２月分から平成１３年３月分まで毎月１８万円，

平成１３年４月分から平成１３年６月分まで毎月１９万６０００円を支払った。 

 その際，原告が被告から受領した給与明細書には，次のとおりの記載がなされていた

（〈証拠略〉）。 

ア 平成１１年１２月分から平成１２年５月分まで 

基本給欄 １５万円 残業手当欄 ３万円 

イ 平成１２年６月分から平成１３年３月分まで 

基本給欄 １８万円 残業手当欄 ０円 

ウ 平成１３年４月分から平成１３年６月分まで 



基本給欄 １９万６０００円 残業手当欄 ０円 

エ 平成１３年７月分 

基本給欄 ６万８６００円 残業手当欄 ０円 

（４）被告は，原告に対し，平成１２年７月分として１２万２０００円，同年１２月分

として３１万６０００円を，それぞれ支払った。 

 その際に，原告が被告から受領した賞与明細書には，前記金額が賞与額欄に記載され

ていた（〈証拠略〉）。 

（５）被告は，原告に対し，４３万円に加えて，平成１４年３月１日に１３６万９０２

３円を支払った。 

（６）被告の就業規則には以下の定めがある。 

ア（労働時間及び休憩時間 １４条） 

（ア）労働時間は，各月において平均して週当たり４０時間以内とする。この場合にお

いて各月の起算日は，賃金締切日の翌日（毎月２１日）とする。 

（イ）１日の労働時間は，８時間とする。 

（ウ）始業及び終業の時刻は，次のとおりとする。 

始業時刻 午前９時 終業時刻 午後６時 

（エ）休憩時間は，午後０時から午後０時４５分までと午後５時４５分から午後６時ま

でとする。 

イ（休日 １６条） 

（ア）休日は，次のとおりとする。 

ａ 日曜日（法定休日） 

ｂ 祝日 

ｃ 土曜日 

ｄ 夏期休日（８月１２日から同月１５日） 

ｅ 年末年始（１２月３０日から１月４日） 

（イ）業務の都合により必要やむを得ない場合には，従業員の全部又は一部についてあ

らかじめ，前項の休日を他の日と振り替えることがある。 

ウ（給与規定の適用範囲 ４１条） 

 １週間に３５時間以上勤務する者で，雇用期間の定めのない者について適用する。 

エ（給与の種類 ４２条） 

 給与の種類は，次のとおりとする。 

（ア）年俸制給与（イ）月給制給与 



オ（月給制給与の構成 ４３条） 

 賃金は基準内給与と基準外給与とに分け，その構成は次のとおりとする。 

（ア）基準内給与 基本給，能力手当 

（イ）基準外給与 時間外・休日・深夜各労働手当，家族手当，通勤手当 

カ（年俸制給与の構成 ４４条） 

（ア）基準内給与 年俸の毎月支給額 

（イ）基準外給与 通勤手当 

キ（超過労働手当 ４８条） 

 超過労働手当は次の算式により支給する。 

（ア）時間外労働手当（所定労働時間を超えて労働させた場合） 

（基本給＋能力手当）÷１か月平均所定労働時間×１．２５×時間外労働時間数 

（イ）休日労働手当（所定の休日に労働させた場合） 

（基本給＋能力手当）÷１か月平均所定労働時間×１．３５×休日労働時間数 

（ウ）深夜労働手当（午後１０時から午前５時までの間に労働させた場合） 

（基本給＋能力手当）÷１か月平均所定労働時間×１．２５×深夜労働時間数 

ク（年俸制適用者の時間外労働手当 ４９条） 

 年俸制適用者については，４８条の定めにかかわらず，時間外労働手当は支給しない。 

ケ（年俸制給与の支払形態 ５３条） 

 年俸制給与の支払形態は，年俸額の１５分の１を毎月支給し，１５分の１．５を７月

と１２月に支給する。 

コ（給与の計算期間及び支払日 ５４条） 

（ア）給与は毎月２０日に締め切り，当月２５日に支払う。 

 ただし，支払日が休日にあたるときは，その前日を支払日とする。 

（イ）計算期間の中途で入社したまたは退職した場合の給与は，当該計算期間の所定労

働日数を基準に日割計算して支払う。 

サ（日割計算 ５５条） 

 月の中途で入・退職したときの給与は次のとおりとする。 

月額÷（年間所定日数÷１２）×実出勤日数 

シ（月給制適用者の昇給 ５７条） 

 昇給は，毎年４月１日をもって，基本給について行うものとする。 

 ただし，会社業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には，昇給の時期

を変更し，または昇給を行わないことがある。 



ス（賞与 ５８条） 

（ア）賞与は，原則として毎年６月１日及び１２月１日に在籍する従業員に対し，会社

の業績等を勘案して７月，１２月に支給する。 

 ただし，会社業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には支給しないこ

とがある。 

（イ）前項の賞与の額は，従業員の勤務成績等を考慮して各人ごとに決定する。 

（ウ）支給は，支給日に在籍する従業員とする。 

セ（施行 ７９条） 

 この規則は，平成１２年６月１日より施行する。 

２ 争点 

（１）平成１２年１０月１０日の始業時刻 

（原告の主張） 

（証拠略）の〔１９〕によれば，前日である同月９日の終業時刻及び当日の出勤時刻が

打刻されていないことからわかるように，その日は徹夜であった。よって，始業時刻は

午前０時である。 

（被告の主張） 

 原告が証拠として提出した（証拠略）の３によると始業時刻は午前９時となっており，

ほかにこれに反する証拠資料はない。 

（２）原告の賃金についての約定等 

（原告の主張） 

ア 原告は被告に入社した際，被告代表者より，「賃金部分に関して雇用形態は年俸制

となり，年俸額の１５分の１（１８万円）を月給の基本給とし，残りを賞与として年２

回支給する。残業代は支給しない」との口頭による労働契約を結んでいる。 

イ 被告の就業規則によれば，年俸制給与の支払形態は，年俸額の１５分の１を毎月支

給し，１５分の１．５を７月と１２月に支給する（５３条）とあるから，後者の部分に

ついては賞与とはみなされず，労働基準法３７条１項及び３項の割増賃金の基礎となる

賃金にも含まれる。 

ウ 被告が給与明細書の残業手当欄に記載している３万円については，被告が残業代を

支給しないと明言したことから原告もその名称の如何を問わず基本給であると認識し

ていた。 

 しかも，年俸制適用者については時間外労働手当は支給しないと規定されている就業

規則が施行された平成１２年６月１日と同時期である平成１２年６月分の給与明細書



より残業手当欄３万円の記載が無くなり，全額が基本給として記載されるようになった

が，そのうち３万円が時間外労働手当であったというのは，請求金額を減らすための言

い逃れとしか思えない。賃金は労働契約において重要な部分であり，誤記入されたにも

かかわらず，その後も訂正などの説明が一切無かったし，退社するまでの１年間もの長

期に渡って誤記入の修正がなされていないのは不自然である。 

 被告が残業手当として前記明細書に記載していることに関しては，「その様にするこ

とにより法人税または所得税の納税額が減るのだろうか」というぐらいの疑問しか持っ

ていなかつた。 

 平成１３年４月分給与からの昇給に伴い，被告のＫ課長から交付を受けた査定結果で

あるとして手渡された（証拠略）には，原告の評価を合計した金額を月給与として１９

万６０００円と表記されており，評価対象部分に残業代としての項目は見当たらない。 

（被告の主張） 

ア 原告との契約は年俸制ではなかった。被告会社に年俸制の労働者はいない。 

 もし原告との契約において年俸制が合意されていたとすると，原告に対し，７月と１

２月に，賞与として，基本給に定率を乗じた金額ではなく，被告の業績や原告の勤務成

績を考慮した額を支払っていること，残業代を支払わないと言われたというのに原告に

は実際には残業手当として３万円が支給されていること等がおかしくなる。 

イ したがって，７月と１２月に支払われた金員は賞与であり，前記割増賃金の基礎と

なる賃金には含まれない。 

ウ 被告は，原告に対し，時間外手当として３万円を定額支給していたので，同金額は

前記割増賃金の基礎となる賃金には含まれず，割増賃金の既払い分として控除されるべ

きである。 

 原告に交付した給与明細書は，平成１２年６月分から基本給欄に１８万円と書かれ，

残業手当が０になっているが，いきなりその時期に３万円も基本給が昇給する理由はな

く，残業手当が毎月一律３万円なので分けて書いても一緒に書いても同じだからそうな

っているだけのことである。 

 時間外手当については毎月一律３万円としておいてあとは賞与で考慮して支払うと

いうのが実態であった。 

 原告は（証拠略）は被告から受け取ったもので決定的証拠というが，それは被告代表

者が考課用に作ったもので，被告会社の正式書類でもないし，勿論原告にも渡していな

い。原告がどういう経路で入手したか疑問であり，（証拠略）はそのような，被告の表

示意思を欠いた文書であり，何の証拠にもならない。 



（３）原告が退職した後の平成１３年７月，１２月分の賃金の支払請求の可否 

（原告の主張） 

 ７月と１２月に支給される年俸額の各１５分の１．５は，過去の労働に対する対価で

あり，何月から何月分までの労働に対するものなのかの明示がなされていないために，

平成１３年７月に支給されるべき金額は，原告が退職する前の平成１２年１２月から平

成１３年５月までの労働に対するものとすれば，２７万円（１８万円×１．５）が，平

成１３年１２月に支給されるべき金額は，平成１３年６月から同年１１月までの労働に

対するものとして，原告が在職していたのは６月だけであるから，４万９０００円（１

９万６０００円×１．５÷６）が，それぞれ支給されるべきである。 

（被告の主張） 

 給与が支払われるのは，在籍者に限られ，原告は平成１３年６月３０日に退職してい

るのであるから，請求自体失当である。 

（４）法定休日外の所定休日の割増賃金の割増率 

（原告の主張） 

 就業規則４８条によれば，所定の休日に労働させた場合については，各自の基準内賃

金を１か月平均所定労働時間で除した金額に，３５パーセントの割増率を乗じた割合に

よる割増金が支払われることとされている。 

（被告の主張） 

 実際は，全従業員・労働者に対して１．２５倍で計算しており，３割５分増しの対象

は日曜日だけで，原告も当初は２割５分増しで計算して請求していた。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 平成１２年１０月１０日の始業時刻（争点（１））について 

 原告は，前記第２の２（１）の原告の主張のとおり供述し，被告代表者もそれを争わ

ない旨供述していることから，同日の始業時刻は午前０時と認められる。 

２ 原告の賃金についての約定等（争点（２））について 

（１）年俸制について 

ア 原告は雇用契約における賃金の約定について年俸制であった旨主張し，それについ

て，平成１１年１１月１５日，第二次面接を受け，被告代表者から内定の通知を受けた

際に年俸契約である旨聞いたと供述している。 

 この点，被告代表者においても，〔１〕原告を採用する際，年俸制という言葉を使っ

て給与体系について説明し，残業手当はつけないが，年収については，残業手当込みで

１８万円×１５くらいにしたいと述べたことを認めている（〈証拠・人証略〉）ほか，



〔２〕前記第２の１（６）のとおり時間外労働手当等が支給されない年俸制が採用され

た就業規則が施行された平成１２年６月分からは，原告の給与明細書においても，前記

第２の１（３）のとおり，それまで残業手当欄に記載されていた３万円を基本給欄に合

算して記載し，また，〔３〕平成１３年４月から原告の基本給を月額１９万６０００円

に上げるに際し，同年３月には試算表（〈証拠略〉）において１５か月分を年俸額とし

て試算した，など原告の主張に沿う供述しているところである。 

 そして，証拠（〈証拠略〉）によれば，原告が被告への就職を応募するきっかけとな

った被告が行った求人広告の「待遇ＤＡＴＡ」の給与欄にも，プログラマーの月給が１

８万円から３５万円と記載され，月給の最低額が１８万円である旨記載され，また同欄

に例示されている入社３年目の２６歳のプログラマーは月額固定給２３万円で年収が

その約１５倍である３５０万円である旨の記載がなされているなど原告の供述に沿う

事実が認められる。 

 さらに，被告においても，当初答弁書においては，原告の賃金が年俸制であることを

自白していたことをも考慮すれば，原告の賃金は当初から月額１８万円で年間において

その１５か月分を支給する年俸制であったことが認められる。 

イ この点，〔１〕確かに前記第２の１（３）アのとおり，平成１２年５月分までは原

告の給与明細書には残業手当３万円の記載があること，〔２〕年俸制が採用されていた

とすれば，平成１２年度には７月及び１２月に各２７万円（１８万円×１．５）が支給

されるべきところ、前記第２の１（４）のとおり，同年７月にはそれに満たない１２万

２０００円の支払しかなされず，同年１２月には逆に上回る３１万６０００円の支払が

なされており，支給の際に賞与明細書が交付されていることが認められ，証拠（〈証拠

略〉）によれば，原告が前記明細書の交付を受けた際にそれに対して明確に異議を述べ

ていないことは確かである。 

 しかし，平成１２年１２月に規定額を上回る支払がなされていることについては，同

年度の７月分に支給された金額を加算した金額が４３万８０００円と規定額の５４万

円を下回っていることからすれば，７月分の不足分を填補したとも解されるのであって，

それをもって年俸制を採用していない根拠とするには不十分であるし，原告においても

前記７月分及び１２月分の支払金額を積極的に受容したとも認められない上に，前記各

明細書は被告が作成して一方的に原告に交付するものであるから，原告がそれらに対し

て，必ずしも明確に異議を述べなかったとしても，必ずしも前記認定を妨げるものでは

ないというべきである。  

ウ したがって，原告が平成１２年７月及び１２月に加算して支給を受けるべき賃金は



合計５４万円のところ，前記のとおり，被告は原告に対し，４３万８０００円を支払っ

ているのであるから，未払賃金は１０万２０００円となる。 

（２）７月と１２月に支給される金員は割増賃金の基礎となる賃金に含まれるか。 

 この点，被告はそれらが賞与であり，労働基準法３７条１項及び３項の割増賃金の基

礎となる賃金には算入されないと主張するが，前記第２の１（６）ケのとおり，年俸制

給与の支払形態は，年俸額の１５分の１を毎月支給し，１５分の１．５を７月と１２月

に支給するとされ，７月と１２月に付加して支払われる金員についても，支給時期及び

支給金額が予め確定しており，賞与又は賞与に準ずる性格を有するとは認め難く，毎月

支給される金員と性質は異ならないと考えられるのであるから，労働基準法施行規則２

１条４号にいう「臨時に支払われた賃金」又は同条５号にいう「一箇月を超える期間ご

とに支払われる賃金」に該当するとはいえず，前記割増賃金の基礎となる賃金に算入す

べきである。 

（３）原告の給与のうち３万円は前記割増賃金の基礎となる賃金から控除すべきか。 

 この点，被告は，原告に対し，時間外手当として３万円を定額支給していたので，同

金額は前記割増賃金の基礎となる賃金には含まれず，割増賃金の既払い分として控除さ

れるべきであると主張し，確かに，被告代表者におては，業務に習熟していない原告に

は習熟してもらうためにより他の者より長い時間就労してもらう必要があり，実際の労

働時間に応じた時間外労働手当を支払った場合，習熟した他の従業員と比較して賃金が

不均衡となるのと，他の従業員にも従前実労働時間に見合った時間外労働手当を支払っ

て来なかった経緯があるので，原告には，採用の際，時間外労働手当を含め月額１８万

円の賃金を原告に支払う旨説明したと供述し，実際，前記第２の１（６）のとおり，そ

の後の平成１２年６月には「年俸制適用者については，４８条の定めにかかわらず，時

間外労働手当は支給しない」と定めた就業規則を施行しているのであるし，原告に交付

した平成１２年５月分までの給与明細書には３万円を残業手当欄に記載していること

が認められる。 

 しかし，被告代表者が年俸制を採用するにあたり前記で述べるような事情があるとし

ても，労働基準法３７条が例外的に許容された時間外労働に対し使用者に割増賃金の支

払を義務づけ，労働時間制の原則の維持を図るとともに，過重な労働に対する労働者へ

の補償を行わせようとした趣旨からすれば，時間外労働を命じていながらそれに対する

割増賃金を支払わなくてもよい理由とはなりえず，他の従業員との均衡は賃金体系全体

の中で検討すべき事柄であるから，前記就業規則４８条は同法に違反して無効というべ

きである。 



 そして，被告代表者も，原告を採用する時に月額１８万円の賃金の中で残業手当に相

当する金額が３万円である旨の説明は原告にしていない（〈証拠・人証略〉）のであっ

て，前記（１）イで述べたとおり，前記給与明細書も被告において一方的に作成して原

告に交付したものにすぎないし，原告においても，そもそも，採用時に被告代表者から

賃金月額１８万円の中に残業手当が含まれること自体を聞いていない旨供述している

（原告本人）ことからして，原・被告間において，原告の賃金月額のうち３万円が時間

外労働手当である旨の合意があったとは認め難く，賃金月額のうち通常の労働時間の賃

金に当たる部分と時間外の割増賃金にあたる部分とを明確に区別することはできない

のであるから，原告に対する毎月支払われた賃金月額のうち３万円をもって時間外労働

割増賃金の一部として支払われたとすることはできないというべきである。 

３ 原告が退職した後の平成１３年７月，１２月分の賃金の支払請求の可否（争点（３））

について 

 前記第２の１（３）及び第３の２（１），（２）で述べたとおり，本件雇用契約にお

いては，毎月月額１８万円に加え７月と１２月にはその月額の１．５倍である２７万円

を付加して支給する約定であり，平成１３年４月分からは毎月の月額が１９万６０００

円に増額されたことからすると，平成１３年４月分からは原・被告間で毎月月額１９万

６０００円と７月と１２月にはその月額の１．５倍である２９万４０００円の賃金を支

払うことに契約が変更されたと認めるのが相当である。 

 なお，被告の就業規則には，前記第２の１（６）スのとおり，賞与に関する規定があ

り，賞与の支給は７月及び１２月の支給日に在籍する従業員に支給するとの定めがある

ことが認められるが，前記規定の適用がある賞与は，従業員の勤務成績等により各人毎

に決定されるものであって，前記２（２）で述べたとおり，７月及び１２月に勤務成績

如何にかかわらず月額の１．５倍が支給される年俸制賃金は前記賞与に該当するとは言

い難い。 

 そこで，前記第２の１（１）のとおり，年度途中である平成１３年６月３０日に退職

した原告について，毎年７月及び１２月に付加して支払われる賃金がどのように支給さ

れるかについては，同第２の１（６）コ，サのとおり，被告の就業規則５４条２項は，

計算期間の中途で入社又は退職した場合の給与は，当該計算期間の所定労働日数を基準

に日割計算して支払うと定め，同規則５５条は，日割計算につき，月の中途で入社又は

退職したときの給与は，「月額÷（年間所定日数÷１２）×実出勤日数」とする旨定め

ている。 

 したがって，月額賃金が１９万６０００円に増額された後の年俸の計算期間は，平成



１３年３月２１日から１年間というべきであるから，平成１３年に原告に対して毎月支

給される月額とは別に付加して支給されるべき金額は，１年間で７月及び１２月に付加

して原告に支払われる金員の合計３か月分５８万８０００円を前記計算期間の所定労

働日数で除し，平成１３年３月２１日から同年６月３０日に退職するまでの所定労働日

中の実出勤日数で乗じたものというべきである（なお，過去の所定休日と事後的に振替

えられて休日とされた労働日も，前記所定労働日数及び実出勤日数に算入すべきと考え

る。）。 

 したがって，同金額は次のとおり，１６万７３１７円となる。 

１９万６０００円×３÷２４６（前記計算期間中の所定労働日数）×７０（同期間中の

実出勤日数）＝１６万７３１７円 

４ 法定休日外の所定休日の割増賃金の割増率（争点（４））について 

 前記第２の１（６）キ（イ）のとおり，被告の就業規則は所定の休日に労働させた場

合に３５パーセントの割増賃金を支払う旨定めているので，原告の主張は理由がある。 

５ 未払賃金の計算 

（１）未払時間外労働等割増賃金 

ア 原告が，平成１２年１０月１０日以外については，別表１記載のとおり，時間外労

働等を行ったことは当事者間に争いがなく，同月１０日については，前記１のとおり，

別表１のとおり認めることができる。 

 そして，年俸制適用者については時間外労働手当は支給しないと定めた被告の就業規

則４９条は，前記２（３）で述べたとおり無効というべきであり，超過労働手当の支払

を定めた同規則４８条に基づき各労働手当を支払うべきである。 

 ただ，同規則４８条は月給制を前提にした規定であるため，年俸制に適用するにあた

っては，「基本給＋能力手当」と記載されている部分は，年俸額を１２で除した金額と

読み替えるのが相当である。 

 したがって，同条の「（基本給＋能力手当）÷１か月平均所定労働時間」は，「年俸

額÷年間の所定労働時間」となり，それを以下，「通常の労働時間の賃金」という。 

 なお，原告は，４月分給与の計算期間の始期である３月２１日を期間の初日として各

年度の通常の労働時間の賃金を計算しており，被告も平成１４年２月８日付け準備書面

添付の別表において同趣旨の計算をしている上，前記第２の１（６）シのとおり，月給

制適用者の昇給時期は毎年４月１日とされており，前記３のとおり，原告も平成１３年

４月分から昇給しているなどそれを基礎づける事実も認められることは確かであるが，

労働基準法施行規則１９条１項４号が，時間外等労働の割増賃金の計算にあたり，「月



によって所定労働時間数が異る場合には，１年間における１月平均所定労働時間数」で

計算するものと定め，暦年度を単位としていることからして，前記規則４８条にいう「１

か月平均所定労働時間」も暦年度毎に算出されるべきであり，したがって，通常の労働

時間の賃金も暦年度毎に計算することとする。 

イ 各年における通常の労働時間の賃金 

（ア）したがって，各暦年度毎に，前記第２の１（６）イ（ア）の休日を算定し，それ

に基づいて，各年における通常の労働時間の賃金を計算すれば，次のとおりとなる。 

ａ 平成１１年 

年俸額（１８万円×１５＝２７０万円）÷〔３６５（年間総日数）－１２４（年間所定

休日数）〕÷８（１日の所定労働時間）＝１４００ 

ｂ 平成１２年 

年俸額（１８万円×１５＝２７０万円）÷〔３６６（年間総日数）－１２１（年間所定

休日数）〕÷８（１日の所定労働時間）＝１３７７ 

ｃ 平成１３年 

年俸額（１８万円×３＋１９万６０００円×１２＝２８９万２０００円）÷〔３６５（年

間総日数）－１２３（年間所定休日数）〕÷８（１日の所定労働時間）＝１４９３ 

（イ）なお，原告は，別紙１「労働時間および割増賃金計算書」記載のとおり，通常の

労働時間の賃金を，平成１３年３月２０日までは１３８８円，同月２１日以降は１５１

２円として計算しているが，前記（ア）ａないしｃで計算した金額を超える部分は理由

がないし，同金額を下回る場合には，原告はその一部を請求しているとして，当裁判所

が認容できる金額は同金額に制限されることとなるので，各期間における通常の労働時

間の賃金は次のとおりとなる。 

ａ 平成１１年 １３８８円 

ｂ 平成１２年 １３７７円 

ｃ 平成１３年１月１日から３月２０日まで １３８８円 

ｄ 平成１３年３月２１日以降 １４９３円 

ウ 各年における時間外労働等割増賃金 

 したがって，前記イ（イ）の各期間毎の通常の労働時間の賃金に別表１上部の各時間

外労働等の割増率を加算した割合を乗じ，さらに各労働日の各時間外等の労働時間を乗

じた金額は別表１の合計割増賃金欄記載のとおりであり，それを合計すると別表２の前

記対象期間中に発生した割増賃金欄のとおり３５９万４６３７円となる。 

 なお，前記計算により算出される平成１１年１２月７日及び平成１２年１０月２７日



の各時間外労働割増賃金額及び平成１２年８月１５日の休日労働割増賃金額は，原告が

主張する別紙１「労働時間および割増賃金計算書」記載の金額を上回っているので，原

告はその一部を請求しているとして，同金額に制限される。 

 また，前記第２の１（６）イ（イ）によれば，被告の就業規則は，業務の都合により

必要やむを得ない場合には，従業員の全部又は一部についてあらかじめ，所定休日を他

の日と振り替えることができる旨定めているので，被告が事前に同規定に基づき休日を

振り替えた場合には，原告が本来の休日に労働をしても通常の所定労働日の労働として

取り扱うことができる余地があり，弁論の全趣旨によれば，原告が休日労働をした日の

一部については，後日の別の所定労働日が休日に振り替えられていることが認められる

ものの、被告がそれらの休日を事前に振替えたことについて何らの主張・立証もなく，

原告もそれを否認していることからして，被告はそれらの休日の労働についても割増賃

金を支払わねばならないというべきである。 

エ そして，各賃金支払日に対応する未払割増賃金額は別表２の前記対象期間中に発生

した割増賃金欄記載のとおりであり，その翌日から平成１３年７月３０日までの商事法

定利率年６分による遅延損害金は遅延損害金欄記載のとおりであり，その合計は１５万

８７８６円となる。  

（２）平成１２年及び１３年の各７月及び１２月に付加して支払われる賃金の未払分 

 前記２（１）ウ及び３のとおり，その合計は２６万９３１７円である。 

（３）したがって，前記（１）ウ，エ，（２）の各金額の合計４０２万２７４０円から

原告が主張するように当事者間に争いのない既払金１７９万９０２３円を控除すると，

残額は２２２万３７１７円であり，さらに前記エの遅延損害金を控除した未払賃金は２

０６万４９３１円となる。 

 原告は，前記第２の１（１）のとおり，平成１３年６月３０日に退職しているので，

賃金の支払の確保等に関する法律６条１項に基づく退職日の後である平成１３年７月

３１日から支払済みまで年１４．６パーセントの割合による原告の遅延損害金の請求は，

前記未払賃金額２０６万４９３１円に対する範囲内で理由がある。 

（４）また，原告は，未払賃金について同額の付加金の支払を求めているところ，前記

（２）の賃金２６万９３１７円の不払はそもそも付加金の支払を命ずる対象にはならな

いので，同金額を前記（３）の未払賃金額より控除し，被告にその支払を免除しなけれ

ばならないような特段の事情は認められないから，残額である１７９万５６１４円と同

額の付加金の支払を命ずることとし，原告の付加金に対する本判決確定の日の翌日から

支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の請求は，前記１７９万５６１



４円に対する範囲内で理由がある。 

６ 結論 

 したがって，原告の請求は一部理由がある。 

大阪地方裁判所第５民事部 

裁判官 中垣内健治 

 

別表２ 

 


