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岡山地方裁判所平成１７年（ワ）第８２２号 

平成１９年３月２７日判決 

 

       判   決 

 

原告 X 

同訴訟代理人弁護士 奥津亘 奥津晋 

被告 株式会社セントラル・パーク 

同代表者代表取締役 Y 

同訴訟代理人弁護士 一井淳治 

 

 

       主   文 

 

１ 被告は，原告に対し，５８万８５１２円及びこれに対する平成１６年８月１日から

支払済みまで年１４．６％の割合による金員を支払え。 

２ 被告は，原告に対し，５８万８５１２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％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，これを３分し，その２を原告の負担とし，その余を被告の負担とする。 

 

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 

 

第一 当事者の求めた裁判 



一 請求の趣旨 

１ 被告は，原告に対し，２１０万０４７７円及びこれに対する平成１６年８月１日か

ら支払済みまで年１４．６％の割合による金員を支払え。 

２ 被告は，原告に対し，１５６万５６９９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％の割合による金員を支払え。 

３ 訴訟費用は被告の負担とする。 

４ 第１項につき仮執行宣言 

二 請求の趣旨に対する答弁 

１ 原告の請求をいずれも棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

第二 事案の概要 

一 前提事実（当事者間に争いがない事実） 

１ 被告は，その肩書地に所在する「岡山ビューホテル」という名称のホテル（以下「本

件ホテル」という。）や駐車場等を経営し，岡山市表町〈以下略〉で「テラッセ」とい

う名称の軽食喫茶店（以下「テラッセ」という。）も，一時経営していた会社である。 

２（一）原告は，平成８年９月１日，被告との間で，料理長として勤務する旨の期間の

定めのない雇用契約を締結した。原告の業務の内容は，被告が経営する本件ホテルのレ

ストラン等の料理の企画，実行及び他の料理人の指揮，監督であった。 

（二）原告の賃金は，少なくとも平成１５年７月以降は，基本給１１万４４００円，職

能給２０万２２００円，役職手当２万円，資格手当１万円の計３４万６６００円であっ

た（ただし，これらのほか，原告は，被告から，通勤手当，住宅手当及び家族手当の支

給を受けていた。）。 

（三）被告の給与の支払いは，２１日から翌月２０日までの賃金を同月２５日に支払う

というものであった。 

３ 原告は，平成１６年７月３１日，被告を退職した。 

二 本件請求 

 原告は，原告が１日の所定労働時間を超える労働をしたとして，当該労働（法定労働

時間内及び法定労働時間外の双方）についての未払賃金２１０万０４７７円及びこれに

対する原告が被告を退職した日の翌日である平成１６年８月１日から支払済みまで賃

金の支払の確保等に関する法律６条１項及び同法施行令１条所定の年１４．６％の割合

による遅延損害金の支払を求めるとともに（請求の趣旨第１項），労働基準法（以下「労

基法」という。）１１４条に基づき，法定労働時間外の労働に対する未払賃金と同一額



の１５６万５６９９円の付加金及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済み

まで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めた（請求の趣旨第２項）。 

三 争点及び当事者双方の主張 

１ 原告が管理監督者（労基法４１条２号）に該当するか。 

（一）被告の主張 

 原告は，被告の料理長であって飲食部門の責任者であるだけでなく，被告の経営方針

を決定する営業会議に出席，参画していたこと，採用，解雇，配置，労働時間の決定等

の人事も任され，出退勤時間を含め自己の勤務についても自由裁量を有していたこと，

被告内では社長，専務，宿泊部門の責任者よりも高額の給与の支払を受けていることに

照らすと，原告は労基法４１条２号の管理監督者に該当する。 

（二）原告の反論 

 原告は，通常のレストラン厨房のローテーションの一員として交替勤務に組み込まれ，

調理の準備，製作，後かたづけ等のすべての作業をしていたこと，シフト表（勤務割表）

に完全に組み込まれてこれに従わざるを得ず自由に労働時間を決定することはできな

かったこと，人事管理や費用のかかることについては裁量がなかったこと，営業会議の

一員ではあったがこれは単なる社長の諮問機関にすぎなかったこと，給与は被告内では

高額であっても一般的にはそうとはいえないことに照らすと，原告は管理監督者には該

当しない。 

 

２ 原告が請求することができる未払賃金の額 

（一）原告の主張 

（１）被告の就業規則によれば，所定労働時間は，毎月２１日を起算日とするいわゆる

１か月単位の変形労働時間制により，１週４０時間以内とされ，１日の所定労働時間は

６時間４５分とされている。 

（２）原告と被告との間では，１日の所定労働時間を超える労働に対しては法定労働時

間の８時間に達するまでは通常の賃金を支払い，１日の法定労働時間の８時間を超える

労働に対しては労基法３７条所定の割増賃金を支払うとの合意があった。 

（３）原告の１時間当たりの通常の賃金の額は２０４７円である。 

（４）原告の平成１５年７月２１日から平成１６年４月２０日までの所定労働時間外労

働（法定労働時間内）及び法定労働時間外労働の具体的事実は，別紙１「時間外労働一

覧表」〈略〉に記載のとおりである。 

 １日の所定労働時間を超え１日の法定労働時間内の労働時間の合計は，２６１時間１



５分であるから，この労働時間に対する賃金は，５３万４７７８円（２０４７円×２６

１．２５時間）となる。 

 深夜労働を除く１日の法定労働時間外の労働時間の合計は，６０９時間３０分である

から，この労働時間に対する賃金は，１５５万９５５８円（２０４７円×６０９．５時

間×割増率１．２５）となる。 

 深夜労働は２時間であるから，この労働時間に対する賃金は６１４１円（２０４７円

×２時間×割増率１．５）となる。 

 したがって，原告が被告に請求する未払賃金の額は合計２１０万０４７７円である。 

（二）被告の認否 

 原告の主張のうち，（１）及び（３）は認め，（２）及び（４）は争う。 

 原告が働いていた被告の厨房においては，就業規則１８条の定める１か月単位の変形

労働時間制，１日の所定労働時間は６時間４５分という範囲内で，料理長である原告が

作成するシフト表によって，始業時刻，終業時刻と休憩時間を定めていた。原告は，そ

の立場上，シフト表でいったん決めた始業時刻等も自由に変更できるし，休憩時間も本

件ホテルのレストランで勤務するときは営業時間外に，テラッセでも来客が減る午後に

はまとめてとることができたのであり，原告主張の時間外労働の事実は認められない。 

３ 消滅時効と中断の有無 

（一）被告の主張 

（１）原告の請求する賃金のうち，平成１５年７月２１日から同年８月２０日までの賃

金は同月２５日に支払われるべきものであり，同日から原告が本件訴えを提起した平成

１７年９月２０日までに２年の時効期間（労基法１１５条）が経過した。 

（２）被告は，平成１８年５月１８日の本件口頭弁論期日において，原告に対し，上記

消滅時効を援用する旨の意思表示をした。 

（二）原告の主張（中断） 

 原告は，平成１７年３月７日付で，岡山県労働委員会に対し，被告との個別的労使紛

争事件についてあっせんを申し立て，このあっせんは同月２２日に打ち切りとなったが，

この申立ては民法１５３条の催告に該当し，その打ち切りまでの間は催告が継続してい

るとみるべきである。そうすると，原告は，同日から６か月以内に本件訴えを提起した

から，被告主張の時効は中断している。 

４ 付加金の請求について 

（一）原告の主張 

 原告の法定労働時間外の労働については，労基法３７条所定の割増部分だけでなく通



常の賃金部分も含めた未払賃金全体について，被告に対し，付加金の支払が命じられる

べきである。 

（二）被告の主張 

（１）原告は，被告内で最高額の給与の支払を受けており，労働時間も原告が自由に決

めていたのであって，付加金の支払を命じられるべき事案ではない。 

（２）付加金は労基法３７条所定の２割５分以上の割増部分について認められるべきも

のであり，原告主張のように通常の賃金部分にも付されるべきものではない。 

（３）原告が本件訴えを提起した平成１７年９月２０日より２年を超えた過去の未払部

分については付加金は請求できない（労基法１１４条）。 

第三 当裁判所の判断 

一 原告の管理監督者該当性について 

１ 労基法４１条２号にいう「監督若しくは管理の地位にある者」（管理監督者）とは，

これに該当する労働者については，労基法４章，６章及び６章の２で定める労働時間，

休憩及び休日に関する規定が除外されることに鑑みれば，労働時間，休憩，休日等に関

する規制の枠を超えて活動することが当然という程度に，重要な職務と責任を有し，現

実の勤務形態も労働時間等の規制になじまないような立場にある者を指すものと解さ

れる。そして，その該当性の判断に当たっては，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かどうか，出退勤について厳格な規制を受けずに自己の

勤務時間について自由裁量を有しているかどうか，賃金についてもその地位にふさわし

い待遇を受けているかどうか等を，具体的な勤務実態に即して検討すべきものである。 

２ 上記の前提事実に，挙示する証拠及び弁論の全趣旨を総合すれば，次の事実が認め

られる。 

（一）被告は，昭和４６年設立され，以後，現代表者である Y（以下「Y社長」という。）

が代表取締役となり，本件ホテルや駐車場等の営業を行ってきた会社である。被告は，

Y社長が発行済み株式の過半数を有し，取締役はその妻，母，長男等である，いわゆる

同族会社である。Y社長の長男の F（以下「F専務」又は「証人 F」という。）は，平成

１１年４月に被告に入社して平成１４年６月に専務取締役に就任し，平成１５年１月か

らは，もっぱら同人が被告の経営の実務を行ってきた。（〈証拠略〉，証人 F） 

（二）原告は昭和２２年○月○日生の男性で，高校卒業後，料理学校を卒業して，京王

プラザホテル，福井パレスホテル等での勤務を経て，平成２年９月から岡山県内のホテ

ルリマーニで料理人として勤務し、平成８年９月１日，被告との間で，料理長として勤

務する旨の期間の定めのない雇用契約を締結した。（なお，この雇用の際に，被告にお



いて原告に原告が労基法上の管理監督者に該当するという被告の認識を説明したと認

めるに足る証拠はない。）（〈証拠略〉，原告） 

（三）原告は，被告に入社以来，料理長として，本件ホテルのレストラン（以下「ホテ

ルレストラン」という。）と，平成１１年５月からは，新たに開店した軽食喫茶店であ

るテラッセとにおいて，料理の企画，実行及び他の料理人の指揮，監督という業務を行

っていた。 

 被告に勤務する料理人の勤務割りは，原告が被告に入社してからは，原告が自己の勤

務割りも含めて決定しており，原告は，勤務割りを記載したシフト表を作成し，他の料

理人はこれに従って勤務していた。  

 本件請求に係る平成１５年７月２１日から平成１６年４月２０日までの間（以下「本

件請求期間」という。）は，被告に勤務する料理人は原告を含めて５人（原告，Ａ，Ｂ，

Ｃ，Ｄ）で，この５人でホテルレストランとテラッセの双方の調理をまかなっていた。 

 その頃のホテルレストラン及びテラッセの営業時間は，概ね，ホテルレストランにつ

いては，朝食時間（７時から９時３０分まで），昼食時間（１１時３０分から１４時ま

で），夕食時間（１７時３０分から２１時３０分まで）であり，テラッセについては１

０時から２０時３０分までであった。 

 この営業時間に合わせて，原告は，各料理人の勤務時間割（始業時刻と終業時刻）を

定めてシフト表を作成しており，主に，７時から１５時まで，１０時から２１時３０分

まで，１０時から２０時３０分まで，１０時から１８時までという種類の勤務時間帯を

組み合わせて，各料理人の勤務時間割を決定していた。本件請求期間のシフト表（〈証

拠略〉）によれば，ホテルレストランで主に勤務するＣ，Ｂは，７時から１５時まで（特

にＢ）及び１０時から２１時３０分まで（特にＣ）の勤務が比較的多く，テラッセで主

に勤務するＡ，Ｄは，１０時から２０時３０分まで（特にＡ）及び１２時から２０時３

０分まで（特にＤ）の勤務が比較的多い。原告は，ホテルレストラン及びテラッセ双方

で勤務していたことから，これらの勤務時間帯がシフト表上も混在していた。そして，

休日については，原告を含む各料理人が概ね１か月に５日以上の休日を取っていたため，

実際には４人の料理人で，ホテルレストランとテラッセの調理をまかなう日も多かった。 

 原告は，他の料理人と同様に，自己の作成したシフト表に基づいて，ホテルレストラ

ン及びテラッセにおいて料理の準備，調理，盛り付けといった仕事を行うほか，料理長

として，メニューの研究，作成，食材の仕入等の仕事を行っていた。 

 なお，上記のシフト表の作成は，原告が，勤務する料理人らの意向を踏まえて自らの

判断で行っており，自らの出退勤時間や休日を取るについても，Y社長や F専務に相談



したり，了解を得たりということはしていなかった。（〈証拠略〉，原告，証人 F） 

（四）原告は，被告の料理長として，被告が料理人を採用する際には，自らハローワー

クに赴き求人公開カードを記載したり，Y社長に候補者を推薦したり，自ら侯補者を面

接したりして，募集や採用の実際の手続を行っていたが，原告の判断のみで採用や解雇

が決定されたということはないし，原告が採用を推薦したものの，給料額，年齢，履歴

によって，Y社長の判断で採用に至らなかった者もいた。（〈証拠略〉，証人 F，原告） 

（五）原告は，被告に採用された当時は月額４３万３７５０円の給与であり，賞与を含

めて年間６００万円を超える程度の給与の支給がされており，その後，経営の悪化もあ

って，平成１１年頃に給与が減額され，本件請求期間当時は，基本給１１万４４００円，

職能給２０万２２００円，役職手当２万円，資格手当１万円の計３４万６６００円であ

った（ただし，これらのほか，原告は，被告から，通勤手当９９５０円，住宅手当５０

００円及び家族手当３万円の支給を受けていた。）。この支給額は，被告の従業員の中

では最高額であった。なお，本件請求期間中は，Y 社長は月額１０万円，F 専務は月額

３０万円の給与の支給を受けるにとどまっているが，被告はいわゆる同族会社であって，

この両名に対する給与の支給額が少ないことは，経済面での待遇が直ちに低いことを意

味しないから，原告の支給額との単純な比較にはさしたる意味は認められない。（〈証

拠略〉） 

３ 上記の認定事実に基づき検討する。 

（一）料理長である原告の作成したシフト表に基づき他の料理人は勤務し，原告は，そ

の勤務時間割もシフト表によって自ら決定していたし，自己の出退勤時間や休日につい

て，上位者である Y 社長や F 専務に対し，逐一報告や了承をとっていなかったことは，

上記認定のとおりである。 

 しかし，原告は他の料理人と同様の勤務時間帯に沿ってシフト表に自らを組み込み，

他の料理人と同様に，ホテルレストラン及びテラッセにおいて料理の準備，調理，盛り

付けといった仕事を行っていたのであって，原告を含む５人の料理人がそれぞれ月５日

以上の休日を取っているため，４人の料理人でホテルレストランとテラッセの調理を担

当する日も多く，原告がシフト表を作成するからといって，自己についてのみ，自由に

出退勤時間を決めたり，その都合を優先して休日をとったりすることが実際には困難で

あったことは容易に推認できる。 

 なお，証拠（〈証拠略〉，証人 F）によれば，被告は，かつてタイムカードによって

従業員の出退勤時刻の把握をしていたにもかかわらず，平成１３年１０月に岡山労働基

準監督署から法定労働時間外労働に対する労基法３７条所定の割増賃金の不払等につ



いて是正勧告を受けた後間もなく，タイムカードの使用を廃止し，その後は，本件請求

期間に係る時期を含め，出勤した従業員に出勤簿に押印させるのみとして，従業員の出

勤時刻はもちろん，退勤時刻についても，被告においてこれを客観的に記録，把握する

仕組みを何ら設けていないことが認められるが，これは，原告のみならず，他の料理人

や他の被告の従業員についても同様の扱いであったのであるから，被告において原告の

勤務時間を客観的に把握する状況になかったからといって，その状況をもって，原告に

ついて出退勤に厳格な規制がないと評価することはできないことはいうまでもない。 

 以上によれば，原告について，出退勤について厳格な規制を受けずに自己の勤務時間

について自由裁量を有しているとまでは，本件全証拠によっても認め難い。 

（二）また，原告は，被告が料理人を採用する際には，Y 社長に候補者を推薦したり，

募集や採用の手続を自ら行ってはいたが，原告の判断のみで採用や解雇が決定されたと

いうことはないし，原告が採用を推薦することが直ちに被告の採用につながるものでは

なかったというのである。また，確かに，原告は料理長として他の料理人の配置や勤務

時間割を決定してはいたが，現場における従業員の配置を決めるという内容にとどまら

ず，各料理人の昇給を決定したり，被告の労務管理方針の決定に参画していたというこ

とは証拠上も認められない。なるほど，証拠（証人 F）によれば，原告は，本件請求期

間の時期は，F専務，宿泊責任者，料理長である原告の３人で主に構成する営業会議に

参加していたことは認められるが，原告自身には既に認定した以上に特段の労務管理に

ついての権限があったわけではなく，被告が Y社長，F専務らを中心とするいわゆる同

族会社であったことにも照らすと，労働条件の決定その他労務管理について，原告が経

営者と一体的な立場にあったとまでは，証拠上も認め難い。 

（三）被告における原告の給与面の待遇は，被告内においては高いものであったが，だ

からといって，上記（一）及び（二）に説示した原告の地位にもかかわらず，その待遇

の故をもって，原告が労基法上の管理監督者に該当するとはいえない。また，当該待遇

も，原告の年齢，経験，他の料理人と同様の仕事のほか，料理長として行うべき仕事（他

の料理人の指揮やメニューの決定，仕入等）をも考慮すれば，原告が，労基法上の管理

監督者に該当しないとしても，当該待遇が不自然に高いものということはできない。 

４ したがって，原告が労基法４１条２号の管理監督者であるから時間外手当を請求で

きる地位にない旨の被告の主張には理由がない。 

二 原告が請求できる未払賃金の額について 

１ 原告についての変形労働時間制の適用の有無 

（一）被告の就業規則によれば，被告での所定労働時間は，毎月２１日を起算日とする



いわゆる１か月単位の変形労働時間制とされており，１週４０時間以内とされ，１日の

所定労働時間は６時間４５分と規定されていることは当事者間に争いがなく，就業規則

（〈証拠略〉）には，さらに，以下のような規定がある。 

（１）１日の所定労働時間は６時間４５分とし，始業・終業の時刻及び休憩時間は，原

則として次のとおりとする。（１８条２項） 

Ａ勤務 始業７時 終業１５時 

    休憩時間１０時～１１時１５分 

Ｂ勤務 始業９時 終業１７時 

    休憩時間１２時～１３時１５分 

Ｃ勤務 始業１２時 終業２０時 

    休憩時間１５時～１６時１５分 

Ｄ勤務 始業１４時 終業２２時 

    休憩時間１７時～１８時１５分 

Ｅ勤務 始業２０時 終業９時 

    休憩時間１時～５時１５分 

（２）従業員各人の勤務時間帯については，個別の労働契約及び業務の特性に応じ，会

社が毎月１５日までに定める勤務割表により各人に明示するものとする。ただし，業務

の都合その他やむを得ない事情により，始業，終業及び休憩時間を繰り上げ，又は繰り

下げることがある。この場合においては，あらかじめ予告する。（１８条３項） 

（二）ところで，労基法３２条の２所定の変形労働時間制は，使用者が，就業規則その

他これに準ずるものにより，１か月以内の一定の期間（単位期間）を平均し，１週間当

たりの労働時間が週の法定労働時間を超えない定めをした場合においては，法定労働時

間の規定にかかわらず，その定めにより，特定された週において１週の法定労働時間を，

又は特定された日において１日の法定労働時間を超えて労働させることができるとい

うものであり，この規定が適用されるためには，単位期間内の各週，各日の所定労働時

間を就業規則等において特定する必要があるものと解される（最高裁平成１４年２月２

８日第一小法廷判決・民集５６巻２号３６１頁参照）。 

（三）証拠（〈証拠略〉）によれば，被告に勤務する料理人については，原告が毎月２

０日頃に，２１日から翌月２０日までのシフト表（勤務割表）を作成して被告の厨房の

出入口に掲示するなどしてこれを告知していたことが認められ，原告は，就業規則１８

条２項所定の勤務時間帯によるのではなく，ホテルレストラン及びテラッセの営業時間

に合わせて，各料理人の勤務時間割（始業時刻と終業時刻）を定めてシフト表を作成し
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ていたこと，主に，７時から１５時まで，１０時から２１時３０分まで，１０時から２

０時３０分まで，１０時から１８時までという種類の勤務時間帯を組み合わせて各料理

人の勤務時間割を決定していたことは，上記一２（三）に認定のとおりである。しかし，

証拠（〈証拠略〉，原告）によれば，そのシフト表には，休憩時間については，その確

保されるべき総時間はもちろん，休憩時間の開始・終了時刻の記載もされていなかった

ことが認められる。 

（四）労基法３２条の２所定の変形労働時間制が適用されるためには，単位期間内の各

週，各日の所定労働時間を就業規則等において特定する必要があることは上記のとおり

であるところ，日々の休憩時間の特定がなければ，単位期間内の各週，各日の所定労働

時間も特定しないことは明らかであるから，就業規則自体だけでなく，シフト表をも考

慮したとしても，被告においては，就業規則その他これに準ずるものにより各週，各日

の所定労働時間の特定がされているとは認め難い。 

（五）以上によれば，原告について変形労働時間制を適用することはできないというほ

かなく，原告については，労基法３２条の労働時間の規制が適用されることになる。 

２ 所定労働時間外法定労働時間内の労働に基づく賃金請求について 

（一）原告は，原告と被告との間には１日の所定労働時間６時間４５分を超え１日の法

定労働時間８時間に達するまでの労働については通常の賃金を支払うとの合意があっ

たと主張する。 

（二）しかしながら，原告主張の上記合意があったと認めるに足る証拠はなく，かえっ

て，証拠（〈証拠略〉，原告）によれば，原告は，被告に採用された当時から，１日の

所定労働時間は８時間であると考えていたこと，その考えに基づきシフト表も作成して

いたこと，原告が被告を退職した後に時間外手当の請求をした際も１日８時間労働で休

憩時間は１時間という前提で当該手当の計算をしていることが認められる。これらの事

実や，既に認定した原告の給与面での待遇を考慮すれば，法定労働時間内の労働につい

ての賃金は所定の給与に含まれていると解することが不合理であるともいえないこと

に照らすと，本件全証拠によっても，原告と被告との間で１日６時間４５分を超えて８

時間までの労働について通常の賃金を支払うとの合意があったとは認めることができ

ないというほかない。 

（三）したがって，原告の本件請求のうち，１日６時間４５分を超えて８時間に達する

までの労働についての未払賃金の請求はその余の点を判断するまでもなく理由がない。 

３ 法定労働時間外の労働の有無について 

（一）原告と被告との間で１日の法定労働時間を超える労働に対しては労基法３７条所



定の割増賃金を支払うとの合意があったと認めるに足る証拠はないが，当該合意がなく

とも，法定時間外労働には当然に労基法３７条が適用され，通常の賃金に同条所定の割

増額を加えた額の支払を求めることのできる賃金請求権が生じることとなる。 

（二）そして，同条所定の割増賃金の基礎となる，いわゆる通常の賃金の額を１時間当

たり２０４７円とすべきことは当事者間に争いがない。 

（三）そこで，原告が主張する１日の法定労働時間外の労働をしたと認められるかにつ

いて，以下，検討する。 

（１）原告は，原告作成の手帳（〈証拠略〉。以下「本件手帳」という。）を根拠とし

て請求の基礎となる労働時間を計算，主張している（主張の始業時刻及び終業時刻は，

当該手帳記載の時刻を基礎にして３０分刻みの数字に整理されているが，そのこと自体

は，当然ながら，手帳の記載の信用性に影響を及ぼすものではない。）。 

 そして，原告は，本件手帳には毎日の出勤時刻と退勤時刻を記載しており，当該記載

は当日又はその翌日に原告自身がしたものである旨供述する。 

（２）ア 証拠（甲１１，原告）によれば，原告は，平成１６年７月３１日をもって被

告を退社した直後の同年８月２１日，F専務に対し，在職中に６４８時間の時間外労働

をしたとして時間外手当の支払を求め，平成１５年７月２１日から平成１６年４月２０

日までの間の毎日の始業及び終業の時刻，総労働時間及び１日８時間労働とした場合の

時間外労働時間を記載した書面（甲１１。以下「専務宛書面」という。）を交付したこ

とが認められる。そこで，本件手帳が，真に，原告の被告在職中，日々の原告の出勤時

刻と退勤時刻を当日又は翌日に書き留めていたものであれば，当然ながら，本件手帳に

基づいて，専務宛書面（甲１１）は作成されるべきものと考えられる。 

イ ところが，本件手帳に記載された出勤時刻及び退勤時刻の記載と専務宛書面に記載

された始業及び終業の時刻とは多くの点で齟齬が見られる。なるほど，１０分，２０分

程度のずれであれば，専務宛書面の作成に当たってきりの良い数字に整理したという説

明も可能ではある。しかし，例えば，平成１５年７月２４日は，本件手帳には８時３０

分出勤・１９時退勤の旨の記載があるのに専務宛書面には６時始業・１６時終業の旨の

記載があり，同月２７日は，本件手帳には６時出勤・１５時３０分退勤の旨の記載があ

るのに専務宛書面には６時始業・１７時終業の旨の記載がある。このような比較的大き

な齟齬があるものが散見され，専務宛書面が本件手帳に基づき作成されたとは到底認め

難い。 

ウ 原告は，専務宛書面は本件手帳を参考にして記載した旨供述する。しかし，既に述

べたとおり，専務宛書面の記載と本件手帳の記載とは大きく齟齬する点があるし，原告



も，その本人尋問において，当初は，専務宛書面はシフト表に基づいて記載したもので

本件手帳に基づいて記載しておらず本件手帳のことは思いつかなかった旨供述し，その

後に当該供述内容を変更したこと，証拠（甲１，１１）によれば，専務宛書面には，シ

フト表記載の始業時刻から１時間ないし１時間３０分程度始業時刻を早めた始業時刻

の記載や，シフト表記載の終業時刻と同じか日によっては１時間程度遅らせたような終

業時刻の記載といった，定型的な記載が多く見られることに照らすと，専務宛書面は，

本件手帳に基づいて記載したものではなく，シフト表を参考にして記載されたものと認

めるのが相当である。 

 

エ また，証拠（甲５，１０）及び弁論の全趣旨によれば，原告は，被告に時間外手当

の支払を求めるため，平成１７年２月７日，岡山労働局長に対してあっせんの申請をし，

その際に提出した申請書に労働時間を計算，記載した別紙（甲１０）を引用したことが

認められるが，当該別紙においても，専務宛書面で時間外労働時間としていた６４８時

間を原告の時間外労働時間として記載しており，当該申請書には別紙も含めて，本件手

帳に基づく労働時間の記載はされていない。 

オ このように，専務宛書面及びあっせん申請書において，本件手帳に基づく記載がさ

れていないことは，本件手帳の記載が，真に，日々正確に原告の労働時間を記載したも

のかどうかに疑義をいだかせる事実というほかない。 

（３）ア また，原告自身，その陳述書（甲９）では，シフト表（スケジュール表）記

載の予定時間よりも「多くの場合２０～３０分早く入り」と記載しているのに（この点

は原告の後任の被告の料理長であるＡが「多くても３０分くらい早めに来て」いること

で足りるとその陳述書（乙１４）に記載していることと合致する。），本件手帳では，

シフト表記載の始業時間よりも，（午前）７時の始業予定の場合で多くは１時間，（午

前）１０時の始業予定の場合で多くは１時間ないし４時間程度も早く出勤しているとの

記載になっており，なぜ，そこまで始業時間よりも早く出勤したのかという具体的な事

情は，原告の供述を含む本件全証拠によっても窺えない。また，本件手帳記載の出勤時

刻の記載は，専務宛書面記載の始業時刻よりも相当に早いものも多くあり，本件手帳に

記載の出勤，退勤の各時刻はその内容自体にも疑義が残る。 

イ 加えて，原告自身が，本人尋問において，本件手帳の労働時間の記載よりも平成１

６年８月に作成した専務宛書面に記載した労働時間の方が正しいとか，本件手帳には間

違いがあると繰り返し供述しており，原告自身が，本件手帳の作成経緯や専務宛書面と

の齟齬の理由を合理的に説明できていない。 



（４）以上によれば，本件手帳の記載全体を見れば，本件手帳自体は当時使用されてい

たものと認められるし，出勤及び退勤の時刻の記載もその全てが事実と異なると断ずべ

きものとはいえないが，そのうちどの部分の記載が正確でどの部分の記載が不正確なも

のかを的確に判別することはできず，結局のところ，本件手帳に基づき，原告の労働時

間を認定することはできないというしかない。 

（５）それでは，専務宛書面（甲１１）が正確に原告の労働時間を記載したものといえ

るかについて検討すると，専務宛書面は，シフト表記載の始業時刻が１０時であれば出

勤時刻を８時３０分に，同じくシフト表記載の始業時刻が７時であれば出勤時刻を６時

として記載している部分が多いことに照らしても，その作成された平成１６年８月に，

シフト表に基づき，比較的定型的な変更を加えて作成されたものと認められ，その記載

の正確性は乏しいというほかなく，これによって原告の労働時間を認定することはでき

ない。 

（６）以上によれば，本件請求期間当時作成されていたシフト表（甲１）記載の限度で，

原告の始業時刻と終業時刻を認めるほかない。シフト表には原告の始業時刻と終業時刻

を記載した欄の下欄等に、本来の記載と異なる時刻が記載されていることもあるが，そ

れがどこまで正確なものか，実態を反映したものかを的確に認めるに足る証拠がないか

ら，本来の記載欄に記載された時刻に従って労働時間を認定するほかない。 

 また，原告が，シフト表に記載された時刻よりも早く出勤し，遅く退勤したことがあ

った可能性が相当程度存在することは否定できないものの，その時刻を証明するに足る

だけの証拠がない以上，シフト表記載の限度で認めるにとどまらざるを得ない。  

 原告の主張の始業時刻がシフト表記載の始業時刻よりも遅く，又は原告主張の終業時

刻がシフト表記載の終業時刻よりも早い場合には，当然ながら，その主張の範囲で労働

時間を認定すべきものである。 

（７）また，休憩時間についてはシフト表に記載がない以上，その時間を客観的に示す

証拠はない。被告は，ホテルレストランについては営業時間の間で４時間程度の休憩が

とれ，テラッセについては昼食時間後に２時間程度の休憩がとれていたと主張し，Ａの

陳述書（〈証拠略〉）にはこれに沿うような記載がある。しかし，これを裏付けるに足

る客観的な証拠はないし，それが実際に勤務から離れた時間（事実上の休憩ではなく法

的な休憩時間）として必ず確保されていた時間なのかどうかも判然としない。他方で，

原告の供述によっても，休憩時間を取っていたこと自体は認められるから，始業時刻か

ら終業時刻までの時間の全てを労働時間に算入することはできない。 

 結局のところ，原告が退職後に F専務に提出した専務宛書面（甲１１）においても休



憩時間を１時間は認めて労働時間を計算していたことも考慮して，原告は１労働日に１

時間の休憩時間を取得していたと認めるのが相当である。 

（８）したがって，シフト表（甲１）によって認定される，原告の主張の範囲内での，

原告の労働時間に係る事実は，別紙２「時間外労働一覧表（認定）」〈略〉の始業時刻，

終業時刻，休憩時間，総労働時間，法定労働時間外労働時間の各欄記載のとおりであっ

て，本件請求期間における原告の１日の法定労働時間外の労働時間の合計は２６３時間

の限度で認められ，深夜勤務はこれを認めることができない。 

（四）以上によれば，原告が被告に対して請求する，労基法３７条に基づく，１日の法

定労働時間外の労働に基づく賃金請求権は，次の計算式のとおり，合計６７万２９５１

円が発生したことになる。 

２０４７円（１時間当たりの通常の賃金の額）×１．２５×２６３時間＝６７万２９５

１円 

４ 消滅時効の成否について 

（一）原告の請求する賃金のうち，平成１５年７月２１日から同年８月２０日までの労

働についての賃金は同月２５日に支払われるべきものであるところ（前提事実２（三）），

同日から原告が本件訴えを提起した平成１７年９月２０日までに２年の時効期間（労基

法１１５条）を経過したこと，被告が平成１８年５月１８日の本件口頭弁論期日におい

て，原告に対し，上記消滅時効を援用する旨の意思表示をしたことは当裁判所に顕著な

事実である。 

（二）（１）原告は，平成１７年３月７日に岡山県労働委員会に対してした個別的労使

紛争事件についてのあっせんの申立てが民法１５３条の催告に該当し，あっせんが打ち

切りとなった同月２２日までその催告が継続していた旨主張する。 

（２）しかし，都道府県労働委員会に対する個別労働関係紛争についてのあっせんの申

立てが，民法１５３条の催告に該当すると解すべき法的根拠はなく，原告の上記主張は

採用できない。 

（なお，証拠（〈証拠略〉）によれば，原告は，上記の岡山県労働委員会に対するあっ

せんの申立てのほかにも，平成１７年２月７日，個別労働関係紛争の解決の促進に関す

る法律５条に基づき，岡山労働局長に対し被告との間の紛争のあっせんの申請をしたこ

と，当該あっせんは同月１０日同法１５条に基づき打ち切られ，その頃原告に通知され

たことが窺えるが，本件訴えは当該通知から３０日以内に提起されたものとは認められ

ないから（同法１６条参照），仮に岡山労働局長に対する当該申請を根拠に時効中断が

主張されたとしても，これを認める余地はない。） 



（三）以上によれば，本件請求期間に係る原告の被告に対する１日の法定労働時間外の

労働に基づく賃金請求権のうち，平成１５年８月２５日に支払われるべき平成１５年７

月２１日から同年８月２０日までの法定労働時間外の労働（３３時間）についての賃金

請求権は，被告の援用した消滅時効により消滅したと認められる。 

５ まとめ 

 したがって，原告が，被告に対して，労基法３７条に基づき，本件請求期間の１日の

法定労働時間外の労働について請求できる賃金は，平成１５年８月２１日以降の１日の

法定労働時間外の労働時間の合計（２３０時間）について生じた，次の計算式によって

得られる５８万８５１２円となる。 

 ２０４７円（１時間当たりの通常の賃金額）×１．２５×２３０時間＝５８万８５１

２円（１円未満切捨て）となる。 

三 付加金の請求について 

１（一）上記一３（一）に認定したとおり，被告は，かつてはタイムカードによって従

業員の出退勤時刻の把握をしていたにもかかわらず，平成１３年１０月に岡山労働基準

監督署から法定労働時間外労働に対する割増賃金の不払等について是正勧告を受けた

後間もなく，タイムカードを廃止し，その後は，出勤した従業員に出勤簿に押印させる

のみとして，従業員の出勤時刻はもちろん退勤時刻を客観的に記録，把握する仕組みを

何ら設けていないことが認められ，被告は，労働時間の適正な把握という使用者の基本

的な責務を果たしていないと評価するほかない。そして，被告において労働時間を適正

に把握していれば，本件紛争もより早期に的確に解決し得たものと考えられるし，既に

説示したとおり，原告が本件請求期間においてシフト表記載の時刻よりも早く出勤し，

又は遅く退勤したことがあったことについては，証明には至らないものの，相当程度の

可能性が存在するのである。 

（二）そうすると，原告は被告内では最高額の給与の支給がされていたこと，労働時間

は原告が自由に決められるという状況には事実上なかったものの，原告自身が決定して

いたことは確かであり，その決定に対する被告の支配は強いものではなかったといえる

こと，原告が被告から時間外手当の支給がないことについて，被告に在職中に被告に対

してその支払を要求した事実が認められないことといった，被告に有利な事情を斟酌し

ても，本件では被告に付加金の支払を命ずることが相当である。 

２ 労基法３７条の規定に違反した使用者に支払が命じられる付加金は，労働者の請求

により，裁判所が，同条の規定により使用者が支払わなければならない金額についての

未払金と同一額の支払を命ずるものである（同法１１４条）。労基法３７条は，割増部



分だけでなく，通常の賃金と割増部分を併せた割増賃金の支払を義務づけているのであ

るから，付加金の基準となる同法１１４条の「未払金」とは，割増部分の未払金のみを

指すのではなく，通常の賃金と割増部分を併せたものの未払金をいうものと解される。 

 そして，本件では，裁判所の裁量によって付加金を減額するのが相当というまでの事

情は認められない。 

３ なお，付加金の請求は，違反のあった時，すなわち不払があった時から２年内にし

なければならないが，本件で請求が認められる法定労働時間外労働に対する賃金は，平

成１５年８月２１日以降の労働に係るもの（支払期が同年９月２５日以後に到来するも

の）であって（上記二５参照），その不払があった時（支払期）から２年内の平成１７

年９月２０日に本件訴えを提起しているから，当該賃金全額について付加金の支払を命

ずることができる。 

４ したがって，本件では，被告に対し，原告の本件請求期間の法定労働時間外労働に

ついての未払賃金と同額の５８万８５１２円の付加金の支払を命ずることが相当であ

る。 

四 結論 

 よって，原告の本件請求は，被告に対し， 

１ 労基法３７条に基づき法定労働時間外の労働に基づく未払（割増）賃金５８万８５

１２円及びこれに対する原告が被告を退職した日の翌日である平成１６年８月１日か

ら支払済みまで賃金の支払の確保等に関する法律６条１項及び同法施行令１条所定の

年１４．６％の割合による遅延損害金の支払を求め， 

２ 労基法１１４条に基づき，上記の未払賃金と同一額の５８万８５１２円の付加金及

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民法所定の年５分の割合によ

る遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから認容し， 

その余の請求は理由がないから棄却し，訴訟費用の負担につき民事訴訟法６１条，６４

条本文を，仮執行宣言につき同法２５９条１項を，それぞれ適用して，主文のとおり判

決する。 

岡山地方裁判所第１民事部 

裁判官 徳岡治 

 


