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       判   決 

 

原告 X1 
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同 坂東利国 
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被告 株式会社ゲートウェイ２１ 

代表者代表取締役 Y 

被告訴訟代理人弁護士 野間啓 

 

 

       主   文 

 

１ 被告は、原告 X1 に対し、４０９万０３６４円及び内金３８６万８６２１円に対す

る平成１８年６月２７日から支払済みまで年６分の割合による金員を支払え。 

２ 被告は、同原告に対し、３７０万１５７１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 被告は、原告 X2 に対し、５９万９４７４円及び内金５８万２４９９円に対する平

成１８年６月２７日から支払済みまで年６分の割合による金員を支払え。 

４ 原告 X1のその余の請求を棄却する。 

５ 訴訟費用は、原告 X2に生じた費用と原告 X1に生じた費用の５分の４を被告の、そ

の余を同原告の負担とする。 



６ この判決の第１項及び第３項は、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 X1 に対し、４３２万２９４８円及び内金４０９万２６２１円に対す

る平成１８年６月２７日（最終給与支払日の翌日）から支払済みまで年６分の割合によ

る金員を支払え。 

２ 主文第２、第３及び第６項同旨 

３ 訴訟費用は被告の負担とする。 

第２ 事案の概要 

 原告 X1（以下「原告 X1」という）及び原告 X2（以下「原告 X2」という）は、被告に

雇用されていた。本件は、原告 X1 が、〔１〕時間外（法定。以下、「時間外」とはこの

意味で用いる）手当、〔２〕〔１〕に関する付加金、〔３〕被告の制度にある「お客様評

価給」（「ＯＲ」ともいう）の平成１８年６月分、〔４〕同原告と被告との間で同原告に

支払われるべきことに合意したとする札幌支社の営業部員の売上げにかかるお客様評

価給の平成１７年４月及び５月分並びにこれらに対する遅延損害金の支払を求め、原告

X2 が、〔１〕平成１７年７月分以降一方的に給与を引き下げられたとして、その差額、

〔２〕平成１８年５月２１日から同年６月２０日までの間の未払賃金及びこれらに対す

る遅延損害金の支払を求める事案である。 

１ 争いのない事実及び弁論の全趣旨から明らかな事実（文中では「争いのない事実」

と表記する） 

（１）当事者 

 被告は留学・海外生活体験商品の企画、開発、販売等を業とする会社である。 

 原告 X1 は、被告に勤務し、銀座支社の支社長であり、被告社内では、平成１７年１

０月まではシニアオペレーションマネージャー（SOM、課長相当）、同年１１月以降はシ

ニアブランチマネージャー（SBM、部長相当、非役員では最高等級）の地位にあり、営

業を担当していた。 

 原告 X2 は、平成１５年１２月、被告に従業員として採用され、秘書職担当で勤務し

ていた。 

 原告 X1は平成１８年６月２９日付けで、原告 X2は同年５月３１日付けで被告を退職

した。 

（２）被告では、原告らの勤務したほとんどの期間、タイムカードによる勤務時間管理

はされていなかった。 

（３）被告における賃金の支払は、毎月２０日締め、当月２５日払い（同日が土曜、日



曜、祝日の場合は金融機関の前営業日、金融機関の前営業日が２３日以前の場合は２６

日以降の営業日）である（給与規程４条）。 

（４）（原告 X1につき） 

 被告の勤務時間の定めは、一般社員の場合、午前１０時から午後７時まで、昼１時間

の休憩時間があった。営業職の場合、始業及び休憩の時刻は月間シフト表に定めるとお

りとされ、１０時から１７時の早番と、１３時から２２時までの遅番の２つのシフトが

あった。所定労働時間は１日８時間である。 

 被告の休日の定めは、営業職の場合、月間シフト表に定めた週２日の曜日、年末年始、

夏休み、その他会社が定める日とされており、年間所定労働日数は最大２５１日（３６

５日－５２週×２日－夏期休暇５日－年末年始５日）である。 

 原告 X1の給与は、基本給、資格手当（旅行業務取扱主任者資格、月額２万円）、お客

様評価給（自己もしくは部下の売上高から割合に従い計算される歩合給）からなってい

る。平成１６年６月分以降の具体的な給与月額は別表１（原告 X1 給与一覧表）のとお

りである。 

（５）（原告 X2につき） 

 原告 X2 の被告勤務時の毎月の給与額は，基本給３４万１２００円、役職手当１万円

の合計３５万１２６０円であったが、被告は、平成１７年７月分（支払期日同月２５日）

以降、同原告の給与を３０万円にする旨通知し、平成１８年５月２５日の支払日まで毎

月３０万円（６月分については、基本給は１０万９０９１円。書証（略））を支払った。  

２ 争点 

（１）原告 X1につき 

ア 同原告が時間外労働をした事実の有無（争点１） 

イ 同原告は労基法４１条２号にいう管理監督者か（争点２） 

ウ 同原告が支払を受けるべき未払のお客様評価給があるか（争点３） 

エ 同原告と被告との間で、札幌支社のＤ営業部員の売上げにかかるお客様評価給を同

原告に支給する旨の合意があったか（争点４） 

（２）原告 X2につき、同原告の給与引下げは、被告と同原告との合意によるものか（争

点５） 

３ 当事者の主張 

（１）争点１（原告 X1が時間外労働をした事実の有無）について 

（同原告の主張） 

ア 原告 X1 は、別表２（X1 労働時間計算書）（略）のとおり時間外労働をした。これ

は、同原告のパソコンからメールを送信したデータであり、少なくともこれにより同原

告が被告の事務所にいたことが明らかである。同原告は、遅番のシフトになっている日

でも、午前１０時には出社する必要があった。被告代表者が、同原告が遅番であろうが

早番であろうが頓着せずに電話をかけてきて、状況報告を求めたりするからである。し



たがって、同原告は、遅番とされている日でも、別表２（略）のとおり出勤しており、

夜間も遅くまで勤務していた。 

（被告の主張） 

 原告 X1 提出の別表２（略）は、ほとんどが早番のシフトとなっており、実態を反映

していない。業務的には、圧倒的多数の者が遅番の仕事である。 

（２）争点２（原告 X1は労基法４１条２号にいう管理監督者か）について 

（被告の主張） 

 管理監督者は、名称にとらわれずに実態に即して判断するとされ、「労働条件の決定

その他労務管理について経営者と一体的な立場にあるもの」とされている。 

ア 原告 X1 は、銀座支社長として同支社内のすべての従業員に関する労務管理を一任

されており、勤務シフトもすべて同人が作成していた。これについて、本社の上役が関

与・指導することは全くなく、完全に原告 X1 の裁量であった。また、被告はノルマが

なく、残業を強制することがない。結果としてＯＲに反映するというだけである。 

イ 出退勤の自由について 

 原告 X1 の出勤・退勤の管理が、被告銀座支社における他の従業員と同様ということ

はない。シフトを組む上において、早番・遅番のいずれかとすること、休日数が設定さ

れていることは事実であるが、それ以外は完全に同原告の自由であり、同原告が何回早

番で勤務するか、遅番で勤務するかについて本社が具体的に指示を出した事実はない。

その意味で、同原告は支社全体の勤務態勢を決定する立場にあった。勤怠管理シート（書

証略）は同原告が作成していたものである。このシートの内容やその変更について、本

社の人事部に送られていたことは事実であるが、本社人事部がこれについて承認・非承

認を決定したことはなく（そのような権限は本社人事部にはない）、単に勤務状況を把

握するために報告させていたにすぎない。このシートと実際の勤務態勢とに相違があっ

ても特に罰則があるわけではなく、実際の勤務状況を反映していない。 

ウ 原告 X1の職責について 

（ア）被告における支社長という立場は、被告の支店長より上の立場にあり、そのオフ

ィスの運営において社長と連携の上、ハイヤリング（会社説明会）、人員の配置、社員

の処遇及び解雇、人事権、見込み顧客の営業マンへの分配、マーケティング、シフト管

理など実に多くの権限委譲がされており、支社の体制についてほぼ全権を有していた。 

（イ）被告においては、取締役会は事実上開催しないか、開催しても形式的なものであ

り、経営上の最高意思決定会議は支社長会議であって、同原告は、銀座支社長時代、そ

のメンバーであった。またこれ以外に、関東地区の支社長及び支店長以上が参加する会

議及び会食会（総勢４～５名程度）にも参加していた。同原告は、特に関東地域におい

ては、社長に次ぐ、新宿支社長のＥと並び事実上会社のＮＯ．２というべき存在であり、

これらの会議に特段の事情がない限り参加し、被告の経営上の意思決定、例えば給与体

系、人事、雇用、昇進及び降格、解雇、営業戦略全般などの決定に関与していた。 



 さらに同原告は、被告において唯一の収益部門である留学事業本部に属し社長直下に

所属していた。これは本社の部長（事務系しか存在しない）より実質上の権限は上位に

あることをものがたる。 

 そして、その立場ゆえに札幌支社、仙台支社にも指導に行ったことが度々あった。被

告においての意思決定の役員は、社長一人というのが実態であり、同原告はその重要な

パートナーとして意思決定に関与し、管理者の立場で各部門や各支社への指導を行って

いたのである。 

エ 待遇 

 同原告の地位（SBMかつ支社長）では、自動的に最低等級号数は３等級１４号数とな

り、加えて、組織平均の売上実績に基づく実績給（ＯＲ）がない場合にも、月額４万円

の保証手当が付く。この結果、同原告の給与は、実績給により世間水準よりはるかに上

の年収を稼げる仕組みの被告における最低保障としては極めて高額な部類となり、しか

もその地位（部長と同格）により、実績給についても粗利益に対して高額に支給される

権利が与えられていたものである（給与体系から見て、一概に事務系の部長と固定額部

分で比較するのは適切ではない）。 

 ちなみに、社長以外の役員は形式的なものであり、特に役員に対する報酬や手当はな

い。したがって、上記のとおり、同原告は被告におけるＮＯ．２という評価が妥当する。 

 以上より、同原告は管理監督者に該当することが明らかである。同原告は、被告在勤

中、１度も残業代があるはずだと述べたり、請求したりしたことはない。これは同原告

自身が残業代を請求できる立場でないことを自認し、残業手当の発想すらなかったこと

を裏付ける。 

（同原告の主張） 

 原告 X1 は労働時間等の規制になじまないほど出退勤の裁量が認められていたわけで

なく、被告における重要な権限・責任のある職務に従事してもいないし、残業代の支給

を受けないことに見合うだけの処遇も受けていないから、「経営者と一体的立場にある

者」であったとはいえない。 

ア 出退勤の自由について 

 同 X1 の出退勤の管理は、以下のとおり、被告銀座支社の他の従業員と異ならず、自

己の勤務時間についての自由裁量権はなかった。 

 すなわち、被告においては、出退勤管理は各自が管理するパソコンから「勤怠管理シ

ート」に日々の出退勤時刻を入力して管理されるシステムが取られていた。それゆえ同

原告も他の従業員も、各自がパソコンから同シートに日々の出退勤時刻を入力していた。

同シートは、同原告のそれを含めて月１回の割合で本社の人事部に送られチェックされ

ていた。 

 また、被告主張のとおり、同原告は銀座支社の全従業員のシフトを組んでいたが、シ

フトを組む上では早番と遅番のいずれかを勤務時間として定めるよう会社から指示さ



れ、また休日とすべき日数は会社からの指示に従って設定していたもので、同原告の裁

量の幅は極めて小さかった。この勤務時間の指定及び休日日数の指定は、同原告のシフ

トを決定する上でも当然拘束力を有するのであり、同原告が上記業務をしていたことが

同原告が管理監督者であることを裏付けるとはいえない。 

イ 原告 X1の職責等 

 同原告は、経営者と一体的立場といえるような権限・責任のある職務を行っていたと

はいえない。 

（ア）前記争いのない事実（１）記載の SBM等の会社組織上の地位・名称のみからは管

理監督者性を判断できない。同原告は被告の組織上において最終的にも「部長相当」で

しかなかった。部長は被告代表者の判断で任命され、各支社を管理・統括する立場（最

終的な決裁権は社長にある）にあり、年俸制がとられていたが、同原告は「部長」では

なかった。 

（イ）同原告には「銀座支社長」なる肩書きが与えられ、従業員９名程度（被告は１５

名程度というが、事実と異なる）の銀座支社において組織上の最上位者であり、勤務シ

フトの作成業務等にも従事していた。しかし、これについても、同原告の裁量は小さか

った。同原告に与えられた裁量は、限られた業務についての限定的なものでしかなく、

人事・労働条件等の最終決定権は社長や本社にあった。すなわち、従業員の勤務シフト

の作成、勤怠管理シートは本社の人事部に送られチェックされていたことは前記のとお

りである。人事についても、従業員の採用において、支社長が面接に立ち会ったり採用

に関する意見を述べることはあっても、最終決定権者は社長であり、新規従業員の労働

条件の決定は人事部が行うため同原告は関与していない。従業員の解雇においても、部

下の人事考課・昇格・異動においても、最終的な決定権者は社長であった。 

（ウ）被告が開催していたという「全体会議」は、毎週火曜日に、銀座・新宿両支社合

同で両支社（実質は営業所）の従業員を集めて社長が主宰していた。同会議において行

われていたことは、社長が両支社の前週の売上げを確認して評価を述べ、当該週の売上

目標を設定して従業員に一方的に通知することであった。この会議の前には両支社の支

社長・マネジャー等を社長が集めた支社長会議が実施されていて、同原告もこれに出席

していたが、全体会議とほぼ同じ内容で、両支社の実績を確認して社長が叱咤激励する

ものであった。 

 なお、被告は社員にノルマは定めていないというが、社長が週に一度支社を訪れ、全

体会議で売上目標を指示しており、ノルマを設定していたことは明白である。 

 このように、同原告には、独自に銀座支社の営業方針を決定する権限はなかった。ま

た、同原告は、被告の経営方針を討議・決定する会議等に出席したこともない。 

ウ 待遇等 

 原告 X1 は、使用者と一体的立場といえるような処遇、時間外労働に対する割増賃金

が支給されないことに見合う処遇を受けていなかった。 



 すなわち、同原告の基本給は月額約２１万円程度にすぎず、資格手当も２万円にすぎ

ない。 

 また、被告は、お客さま評価給を、同原告及び同支社配属の従業員の成果により賃金

が増える仕組みであるとし、同じ売上げであっても役職が上がるほど高率・高額となる

仕組みであり、役職者としての現場管理能力・成果に対する報酬として位置付けられる

とする。しかし、お客さま評価給は、管理監督者でないシニアスーパーオフィサー（主

任相当）以上で発生するもので、管理監督者ゆえに支給されるものではなく、同給与が

全く発生しない月もある。 

 また、役職が上がるほど高額の支給が保証される制度でもない。現に、同原告の給与

支給額が部下よりも少ない月もあった（これは、自身に入る歩合給与から部下に入る歩

合給が差し引かれる「スライド制」（書証略）による）。したがって、同原告への給与支

給は、時間外手当が支給されないことに見合うものだったとはいえない。 

（３）争点３（原告 X1が支払を受けるべき未払のお客様評価給があるか）について 

（同原告の主張） 

 被告の給与規程によれば、被告は同原告に対し、同原告自身もしくは部下の売上高か

ら計算したお客様評価給を支払うものとされており、平成１８年６月分の同給与の金額

は１０万円を下らない。 

 被告は、同原告が同年５月２９日以降有給休暇を消化していたから、同原告の分は発

生しないと主張する。しかし、有給休暇を消化していた期間につき、同原告に対し、役

職を解く旨の辞令も出されていないから、同原告は従前どおりの地位にあったもので、

有給休暇を利用した場合は勤務したものと扱われるべきであるから、原告は同給与を請

求できる。 

（被告の主張） 

 同原告は、同年５月２９日以降有給休暇を消化していた。５月３０日以降は、銀座支

社は、Ｆ及びＧという者をマネージャーとして指名し、支社の組織をこれら２名を頂点

に再編した上で、お客様評価給を評価算定している。したがって、６月分についていえ

ば、同原告の部下は存在しないから、組織全体の売上はなく、お客様評価給もゼロとな

るので支払う余地はない。 

（４）争点４（原告 X1 と被告との間で、札幌支社のＤ営業部員の売上げにかかるお客

様評価給を同原告に支給する旨の合意があったか）について 

（同原告の主張） 

 同原告は、札幌支社に所属していたＤ営業部員を、平成１７年３月及び４月に部下と

して教育していたが、同年２月２３日、同原告と被告との間で、同営業部員の売上高か

ら計算されるお客様評価給を同原告に支給する旨合意した。この合意内容は、同営業部

員は同原告の直接の部下として、銀座支社の組織平均から支払われる同給与とは別に同

原告に支払うというものであった。同営業部員は札幌支社における営業成績が不良であ



ったために同原告の下で研修を受けることになったことからすれば、組織平均に加えれ

ば、１人当たりの売上数値が下がることは事前に予想できるから、同原告がそのような

稟議を上げて合意に至るはずがない。 

 同営業部員の営業成績は東京での研修中に札幌支社が引き継いだ結果であるとの被

告の主張は事実に反する。同営業部員は、同原告の指導の下、札幌在住の顧客を管理し、

売上げに結びつけたものである。同営業部員は平成１７年３月の売上げで全国１位とな

り、被告代表者から賞賛された（書証略）が、同営業部員の売上げがもっぱら札幌支社

の従業員の功績であるならば、同営業部員に対する賞賛を行うことは考えられない。 

 上記同原告に支払われるべき同給与は、同年４月分（３月発生）につき１０万円、５

月分（４月発生）につき２万４０００円を下らない。 

（被告の主張） 

 札幌支社社員のＤ営業部員は、この期間、銀座支社に研修として派遣されてきていた。

この間、札幌支社で取り扱っていた顧客については、同支社の他の社員に引き継いでい

る。 

 実際の算定では、同営業部員の売上高は原告 X1 の組織である銀座支社の組織平均に

加算されていない。これは、同営業部員の売上高がいずれも札幌支社の顧客に対する販

売であるためである。同支社において、商品申込段階において札幌在籍時のＤが同人名

で申込を受けたものの、その後のお客様との面談・調整・商品契約に至るまですべて札

幌支社の別の人間が対応したものであって、銀座支社は全く関与していない。 

 同営業部員の売上高を銀座支社の組織平均に加算してもしなくても、４月分、５月分

とも、ＯＲが発生するための平均売上高（書証（略）により算定する）に達しないため、

支払う必要がないのである。 

（５）争点５（原告 X2 につき、同原告の給与引下げは、被告と同原告との合意による

ものか）について 

（被告の主張） 

 原告 X2は平成１７年５月ころ原告 X1と結婚した。原告 X2は社長秘書を務めており、

従業員である原告 X1 との関係でも本来守秘義務を負う立場であったため、被告は配転

あるいは退職の可能性を協議したが、原告 X2 は秘書職を続けることを希望した。そこ

で被告は、同原告の要望を受け容れつつ、従来業務に比して高給であったこと、結婚に

より守秘義務との関係から、支社長会議・部課長会議に同席させて議事録を作成させる

業務、社長のアポイントメントに関する業務等から外し、これにより業務量が減少した

ことから、これを前提に月額給与を３０万円に減額した。この点は、被告代表者が、被

告本社近くの飲食店で説明し、同原告と合意した。同原告は本件訴訟まで異議を唱えた

り疑問を提起しておらず、同原告は納得していた。 

（同原告の主張） 

 同原告は、平成１７年６月ころ、被告本社近くの飲食店で被告代表者と会ったことは



事実であるが、一方的に給与の引下げを通告されたのみであり、話合いというものでは

なかったし、合意もしていない。上記告知の前には、原告 X1の業務に関する話がされ、

威圧的な雰囲気の中で突然給与引下げが告知されたもので、原告 X2 は、断ることによ

って原告 X1 の仕事への影響も懸念され、反論できる状況ではなかった。また、結婚後

外れた仕事は取締役会の立会いのみであり、ほとんど業務量の減少もなく、被告が主張

するような給与削減の前提を欠いている。 

 また、平成１８年６月分については、同原告は同年５月３１日付けで退職していると

ころ、同月２１日から同年６月２０日までの所定労働日数は２２日であり、同原告は８

日間勤務しているので、１２万７７３０円が支払われるべきところ、被告は１０万９０

９１円しか支払わない。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 争点１（原告 X1が時間外労働をした事実の有無）について 

（１）証拠（略）及び弁論の全趣旨によれば、同原告が、別表２（略）のとおりの時刻

に、会社の同原告のパソコンからメールを送信するなどしており、少なくともこの時刻

に同原告が勤務した事実が認められる。 

 別表２（略）のうち、平成１８年２月１日のみは終業時刻を裏付けるメールが存在し

ないが、同原告主張のこの日の終業時刻は、他の日のそれと大きく変わらないことから、

同様に勤務していたものと推認するのが相当であるから、同日の終業時刻も別表２（略）

どおり認定することができる。 

（２）被告は、別表２（略）の同原告の勤務時間帯は、早番が圧倒的に多いが、これは

午後の方が忙しい被告における勤務実態と反すると主張する。しかし、上記証拠によれ

ば、被告では、代表者が午前１０時といった時刻に、同原告に営業成績等のことについ

て電話をしてくることが頻繁であったこと、そのためこの時間に在席している必要があ

ったことが認められ、また、被告銀座支社では、原告 X1が作成するシフト表（書証略）

があり、これにも別表２（略）同様に多くの日が早番である旨記されているから、同原

告は早番で出勤し、上記認定のような時刻まで勤務していたものと認められる。 

 また、被告は、同原告に勤務上の広い裁量があり、同原告に残業を命じる立場の者は

いないので、残業命令がないところを自らの意思で残業したにすぎないとも主張する。

しかし、証拠（略）によれば、被告代表者は、前記（１）認定のような午前１０時ころ

のみならず、遅い時刻にもメールや電話で、同原告に、営業成績の報告等をするよう、

強く求めていたことが認められる。２で検討するように、同原告の地位からすれば、具

体的に何日の何時まで残業せよという命令が出ることはないと考えられる。けれども、

前記証拠、甲２０及び２１（略）から、被告では、全社的に営業成績（ノルマ）の達成

を強く義務づけ、従業員一般に対して、これを達成するよう叱咤激励を繰り返していた

ことが認められるところ、その達成には所定労働時間内の勤務では不十分であることは

明らかであるから、同原告に対して残業命令が出ていないという理由により、被告が時



間外手当の支払を免れることはないというべきである。 

２ 争点２（原告 X1は労基法４１条２号にいう管理監督者か）について 

（１）管理監督者とは、労働条件の決定その他労務管理につき、経営者と一体的な立場

にあるものをいい、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきであると解される（昭

和２２年９月１３日発基第１７号等）。具体的には、〔１〕職務内容が、少なくともある

部門全体の統括的な立場にあること、〔２〕部下に対する労務管理上の決定権等につき、

一定の裁量権を有しており、部下に対する人事考課、機密事項に接していること、〔３〕

管理職手当等の特別手当が支給され、待遇において、時間外手当が支給されないことを

十分に補っていること、〔４〕自己の出退勤について、自ら決定し得る権限があること、

以上の要件を満たすことを要すると解すべきである。 

 以下では原告 X1につき、これらの要件を満たすかを検討する。 

（２）ア 部門全体の統括的な立場にあるか否かについて 

 同原告は「銀座支社長」という肩書きが与えられ、従業員８名ないし時期によっては

最大１７名程度（書証略）とされる銀座支社において組織上の最上位者であり、勤務シ

フトの作成業務等にも従事していたことは当事者間に争いがない。とすれば、この程度

の部門を統括することで十分かの問題は残るが、同原告は、部門全体の統括的な立場に

あると一応いうことができる。 

イ 部下に対する労務管理上の決定権等について 

 既に認定したところ並びに証拠（略）及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認め

られる。 

（ア）同原告は被告の銀座支社長として、その部門を統轄する地位にあり、支社中で最

上位の職階にあった。かつ、支社長は、被告においては部長相当として扱われていたが、

被告では部長は事務部門にしかいないため、営業部門では、他の支社長と並んで、全社

中でも最上位の職階にあった。中でも、銀座支社は、その規模から新宿支社と肩を並べ

る上級の支社に位置していた。 

（イ）被告では取締役会は機能しておらず、事実上社長が一切の決定権を有しており、

同原告はそれを補佐する存在である支社長会議に出席していた。しかし、同会議に最高

経営会議といった性格は存せず、支社長会議の決定権限も特になく、各支社長からの業

績報告と社長又は部長からの訓辞や営業成績についての叱咤激励が行われるのが通常

であった。 

（ウ）各支社における組織の編成等は、支社には決定権はなく、すべて本社から指示さ

れていた。 

 また、被告においては従業員の定着率が悪いため頻繁に新規採用が行われていたが、

ハイヤリングと呼ばれるその説明会の開催をしたり、面接に立ち会ったりするなど、銀

座支社の従業員の新規採用について一定の権限を有していた。もっとも、これらは支社

長単独で決し得るものではなく、本社に稟議を上げて決裁された上で権限行使していた。



同様に、物品を購入すること、キャンペーンをすること、広告を出すことなどもすべて

本社に稟議を上げた上で権限行使しており、稟議で決裁されないこともあった。 

（エ）同原告は銀座支社の従業員の勤務シフトを作成しており、この結果は本社へ報告

していた。 

 上記事実からしても、同原告は、部下に対する労務管理上の決定権を有するとはいえ、

シフト作成は早番遅番を割り振るだけであり，その裁量権は小さいといえる。また、同

原告が部下の人事考課をしたり、昇給を決定したり、処分や解雇を含めた待遇の決定に

関する権限を有していた事実は認められない。従業員の新規採用に関しても、面接には

立ち会うものの、採否は社長が決定しており、労働条件に関しても決定権を有していた

とは認められない。 

 この点につき、被告代表者は、各支店には予算が組まれており、各支社長は、その予

算の範囲内では、裁量で人件費等を行使できる旨供述するが、同人は全く稟議が必要な

い旨述べておらず、甲２０（略）にも反し、措信できない。証人Ｅもこのことの本社へ

の報告が必要なことを否定していない。  

ウ 原告 X1の待遇について 

 証拠（略）によれば、同原告の給与は、基本給、お客様評価給、資格手当、通勤手当

からなっていること、基本給は２１万円前後であり、さほど多額とはいえないこと、資

格手当は２万円であること、お客様評価給は、月によって３万円前後から７０万円以上

までと、その額が大きく変動していること、このため、給与総支給額も、２７万円前後

から１００万円前後まで大きく変動していること、の各事実が認められる。 

 上記認定事実からすれば、お客様評価給を除いた同原告の待遇は格別厚遇とはいえな

い。お客様評価給は、その算定方法は４に判示するとおりであるが、基本的には成績見

合いの歩合給というべきもので、時間外手当見合いのものとはいえない。被告は、同原

告がその職位にいるがために高額のお客様評価給を支給されていると主張するが、証拠

（略）によれば、支社長には最低保障として４万円が支給されるとされるものの、この

最低保障額からさえ減額がされていること、被告においてスライド制と称する制度のた

め、部下に上司の分のお客様評価給が多く回るなどして、部下の方が高額なお客様評価

を支給されることがあること、などの各事実が認められるから、同給与に、その職責や

高い地位に見合ったものとする性格が付与されているとは認められない。 

エ 出退勤の自由について 

 既に認定したところ及び証拠（略）によれば、同原告は、出退勤については、自己が

使用するパソコンの勤務管理シートにその時刻を入力するシステムになっていたこと、

同原告は早い時刻から遅い時刻まで、営業に関する報告をするよう社長から電話等で連

絡を受けることがあったこと、外出する場合にはホワイトボード等にその旨を記載して

いたこと、などの事実が認められる。 

 上記事実からすれば、少なくとも事実上、同原告は、社長等から時間管理をされてお



り、出退勤について十分な裁量権があったとは認められない。 

 同原告が勤務時間中から退社して飲みに行ったりしていたとする証拠（略）も存する

が、既に認定した同原告の勤務の状況からすれば、仮にそういうことがあったとしても、

極めて例外的な事柄と認めるべきで、出退勤の自由があったことの根拠とするのは困難

である。 

（３）小括 

 以上検討したところによれば、同原告の職務内容は、部門の統括的な立場にあり、部

下に対する労務管理上の決定権等はあるが、それは小さなものにすぎないといえる。ま

た、時間外手当が支給されないことを十分に補うだけの待遇を受けておらず、出退勤に

ついての自由も大きなものではないといえる。これを総合すれば、同原告は、経営者と

の一体的な立場にあり、労働時間等の枠を超えて事業活動することを要請されるような

地位とそれに見合った処遇にある者とはいえず、労働時間等に関する規定の適用を除外

されることが適切であるとはいうことができない。したがって、同原告は管理監督者に

は当たらないというべきであるから、被告は同原告の時間外労働に対する手当の支払を

免れないというべきである。 

 その額は、別表１（X1 給与計算書）に基づき計算すると、別表３（X1 時間外手当計

算書）（略）のとおり３８６万８６２１円となる。 

３ 争点３（同原告が支払を受けるべき未払のお客様評価給があるか）について 

 同原告が同年５月２９日以降有給休暇を消化していた事実は当事者間に争いがなく、

証拠（略）及び弁論の全趣旨によれば、被告は、同月３０日以降は、Ｆ及びＧという者

をマネージャーとして指名し、銀座支社の組織をこれら２名をその長として再編したこ

との各事実が認められる。 

 ところで、証拠（略）によれば、お客様評価給は、毎月末日締め、翌月２５日支払と

定められていることが認められる。とすれば、６月支給分については、締め日の５月末

日において、銀座支社は既に新しい組織に改編されていたといえる。同原告は、銀座支

社を統轄する地位にあったのだから、そのような者が退職を前提として有給休暇を取る

ことになった場合、組織としては他の者を長に任命して組織を改編するのは当然のこと

というべきである。そうすると、締め日において、既に新しい組織に改編されていたの

であるから、それを前提にお客様評価給を算定するのは理由のあることといえる。同原

告がお客様評価給を請求し得るとはいえず、この請求は理由がない。 

４ 争点４（Ｄ営業部員の売上げにかかるお客様評価給の原告に対する支給）について 

 証拠（略）及び弁論の全趣旨によれば、同原告は、札幌支社に所属していたＤ営業部

員を、平成１７年３月及び４月に銀座支社において研修させたが、この間に同営業部員

が営業活動を行う対象とする顧客は、札幌支社で資料請求（リード）をしてきた顧客で

電話による営業活動をせざるを得ない距離にあるもの（甲６（略）にいう「ＴＥＬプレ

圏」）及び銀座支社に２～３年前に資料請求をしてきたような顧客（同「旧リード」）と



して、電話等で営業活動等を行い、これまで成約に至っていなかったものを売上げに結

びつけて、同年３月の売上げで全社内で１位になり、被告代表者から賞賛されたこと、

当時同原告はＳＯＭの役職にあったこと、同営業部員を銀座支社で研修させるに当たっ

ては、社内の稟議書に、お客様評価給は、札幌支社の支社長がそれが付される給与体系

になっていないため、同原告に支給することとする旨同原告が起案し、被告代表者の承

認を得ていること、以上の事実が認められる。 

 証拠（略）及び弁論の全趣旨によれば、お客様評価給は、管理職に対しては、その管

理する組織の売上高の平均に応じて支給されるところ、該当期間のＤ営業部員の売上げ、

銀座支社の売上げ、実際に同原告に支給されたお客様評価給は別紙１（略）のとおりで

あると認められる。そうすると、Ｄ営業部員の売上げを加算しても、粗利益の要件等か

ら、この期間の分として実際に同原告に支給されたお客様評価給の金額との間に差は生

じないというべきである。同原告は、この合意内容は、同営業部員の売上げを銀座支社

の組織平均に加えるというものではなく、同営業部員は同原告の直接の部下として、銀

座支社の組織平均から支払われる同給与とは別に同原告に支払うというものであった、

と主張し、本人尋問においてそのように述べるが、書証（略）の文言から、そのような

通常の計算方法と異なった方法での算定をするとの趣旨は読み取れないから、そのよう

な合意が成立したとは認められない。同原告のこの請求は理由がない。 

５ 争点５（原告 X2 につき、同原告の給与引下げは、被告と同原告との合意によるも

のか）について 

 前記当事者間に争いのない事実、証拠（略）及び弁論の全趣旨によれば、原告 X2は、

平成１７年５月ころ原告 X1 と結婚したが、同年６月ころ、被告本社近くの飲食店へ、

被告代表者に呼び出され、席上、被告代表者から、一方的に原告 X2 の給与の引下げを

通告されたこと、この際具体的な減額の内容は告げられなかったこと、上記告知の前に

は、被告代表者から、まず原告 X1 の業務に関し、銀座支社が売上不振であるなどの話

がされ、原告 X2 としては、結婚したばかりであり、ワンマンである被告代表者から、

威圧的な雰囲気の中で突然給与引下げが告知されたもので、断ることによって原告 X1

の仕事への影響も懸念されたことから、特に反駁することもなく、その場を辞したこと、

同年７月から、それまで月額３５万円余であった原告 X2 の給与が同３０万円の年俸制

に改められたこと、の各事実が認められる。 

 労働契約において、給与は最も基本的な要素であるから、一方的に給与を引き下げる

という契約の要素の不利益な変更に同意したというためには、ただ異議を述べなかった

というだけでは必ずしも十分でなく、積極的なこれを承認する行為が必要と見られると

いうべきである。本件において、原告 X2 は、上記通告の機会には、減額の内容さえ知

らされておらず、その内容を理解してこれを受入れたとは認められないし、その後承諾

書等により承諾したなどの積極的な行為があったとの証拠も存しない。 

 よって、同原告と被告との間に給与引下げの合意が成立したとは認められず、被告は



差額を支払うべき義務がある。その金額は、別表４（略）のとおりである。平成１８年

６月分については、前記争いのない事実記載のとおり、同原告は同年５月３１日付けで

退職しているところ、同月２１日から同年６月２０日までの所定労働日数は２２日であ

り、同原告は８日間勤務しているので、日割り計算による同月の給与は１２万７７３０

円となるべきところ、１０万９０９１円が既払いであるので、差額の１万８６３９円を

被告は支払うべきである。 

６ 付加金の請求について 

 本件において、被告は、原告 X1 に対し時間外手当を支払わず、本件訴訟提起後も、

原告 X1 の時間外労働自体を争うなどし、弁論の全趣旨によれば、逆に損害賠償訴訟を

提起するという態度をとるなど、時間外手当を支払う姿勢が見られないから、付加金の

支払を命ずるのが相当である。なお、時間外手当の総額は、３８６万８６２１円と認め

られるが、請求の趣旨の範囲内で認容する。 

７ 時機に後れた攻撃防御方法の主張について 

 本件においては、平成１９年９月３日の弁論期日において、次回弁論を終結する予定

である旨当裁判所が当事者に告げ、同年１２月３日の期日指定がされたこと、被告は、

最終の弁論期日の前の同年１１月１３日に乙１６及び１７（略）を、同月２１日に最終

準備書面に当たる準備書面（４）をそれぞれ提出したこと、原告らは、同年１１月１４

日に甲２８及び２９（略）を、同月２０日に最終準備書面に当たる第４準備書面をそれ

ぞれ提出したこと、その後被告は、同月３０日に乙１８ないし２０（略）及び準備書面

（５）をそれぞれ提出し、原告らの上記準備書面に反論し、原告らの書証への反証とし

たこと、以上の事実は当裁判所に顕著である。 

 原告らは、被告の上記乙１８ないし２０（略）及び準備書面（５）の提出が、既に最

終準備書面提出後であり、原告らが被告の乙１６及び１７（略）の提出とほぼ同時に甲

２８及び２９（略）を提出した後のものであるから、時機に後れた攻撃防御方法に当た

ると主張する。他方被告も、原告らの上記準備書面４４頁以下の主張と書証の提出は時

機に後れた攻撃防御方法に当たると主張する。 

 思うに、これらのいずれの提出によっても、訴訟がさらに期日を続行したなどの事実

はなく、裁判所の判断に委ねるとされて当初の予定どおりの期日に弁論が終結されたの

であるから、訴訟の完結を遅延させたということはないというべきである。よって、時

機に後れた攻撃防御方法に当たるとは認められない。 

８ 結論 

 以上判示したように、原告 X1 の請求は、時間外手当及びこれに対する遅延損害金の

請求について別表５（X1未払い賃金計算書）（略）の限度で、付加金の請求について同

原告の請求の範囲で、いずれも理由があるからこれを認容し、お客様評価給の請求は理

由がないからこれらを棄却し、原告 X2 の請求は遅延損害金の請求ともども理由がある

からこれを認容し、主文のとおり判決する。 



東京地方裁判所民事第１１部 

裁判官 村越啓悦 

 

（別表１） X1給与一覧表 


