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①　株式会社神戸製鋼所（以下「Ａ社」という）の取締役Ｙ3が、総会屋に

対し、株主総会を平穏裡に終了させたことに対する謝礼として現金の交付

及び接待費の支出を行った。

─ 22 ─

株主　　

代表取締役（Ｙ1、Ｙ2）、取締役（Ｙ3ないしＹ6）

Ｙ1、Ｙ2：他の取締役の監視義務違反、内部統制シ

ステム構築義務違反

Ｙ3ないしＹ6：総会屋への利益供与又は裏金捻出行

為

３億5400万円

Ｙ1、Ｙ2：３億1000万円

Ｙ3ないしＹ6：１億5000万円～１億6000万円

原　　　告

被　　　告

責任を問われた内容

請　求　額

（請求内容）

賠　償　額

（和解内容）

1 事案一覧表

★業界：鉄鋼

◆判断場面：内部管理体制構築、役職員・グループ会社に対する監視・

監督、反社対応、外部への支出

１　総会屋に対する利益供与につき取締役の内部統
制システム構築義務・監視義務違反の有無が問題
となった事例－神戸製鋼所株主代表訴訟事件（神戸地

裁平成14・４・５商事法務1626号52頁・和解）

2 事案の概略



②　Ａ社の取締役Ｙ4ないしＹ6らは、スクラップの簿外売却の方法により

裏金を捻出し、その一部が総会屋への利益供与に充てられた。

③　株主らが、役員や総会屋を相手取り、会社に対する損害の賠償を求め

て株主代表訴訟（旧商法267条（会社法847条））を提起した。

─事件の経過─

H2初め頃～ Ｙ3が、ａに対し、利益供与開始（平成11年４月までに合計１億

9780万円を支出）。

H7.3下旬頃 Ｙ4がＹ5にスクラップの簿外売却の方法により裏金を捻出する

方法について提案。

H7.7～ 上記簿外売却を開始（平成９年４月までに、裏金合計１億6592万円を

捻出。うち、3000万円をａに対する利益供与に充てる）。

H8.3 Ｙ5の後任として、Ｙ6が上記簿外売却を引き継ぐ。

H8.6 代表取締役Ｙ1が退任し、新たにＹ2が代表取締役に就任。

H9.6 Ｙ3が、総会屋ｂに対して100万円を支出。

H12.1.21 株主らが、役員や総会屋らを相手取り、合計３億5400万円の賠

償を求めて株主代表訴訟を提起。

⑴　Ｙ3ないしＹ6について

Ｙ3は利益供与、Ｙ4ないしＹ6は裏金捻出にそれぞれ関与しており、これら

─ 23 ─

１　製造業

鉄
　
鋼

Ａ　社

Ｙ1（～Ｈ８. ６　代表取締役）

Ｙ2（Ｈ８. ６～　代表取締役）

Ｙ3（専務取締役、利益供与に関与）

Ｙ4～Ｙ6（取締役、裏金捻出に関与）

Ｈ２～Ｈ11. ４
利益供与１億9780万円

Ｈ９. ６
利益供与100万円 総会屋

ｂ

総会屋
ａ

3 裁判所の所見



の行為は取締役の善管注意義務・忠実義務に違反する。

⑵　Ｙ1及びＹ2について

①　利益供与及び裏金捻出は、Ｙ1及びＹ2がＡ社の代表取締役社長に在任

中になされたものであり、株主総会の議長を務めるのは代表取締役社長にほ

かならず、捻出された裏金の一部は上記利益供与のために費消されたことに

照らすと、Ｙ1及びＹ2は、上記利益供与やその原資とするための裏金捻出が

なされないよう、特別に配慮してこれを監視すべき地位にあったと認められ

る。

②　Ａ社のような大企業の場合、職務の分担が進んでいるため、他の取締

役や従業員全員の動静を正確に把握することは事実上不可能であるから、取

締役は、商法上固く禁じられている利益供与のごとき違法行為はもとより大

会社における厳格な企業会計規制をないがしろにする裏金捻出行為等が社内

で行われないよう内部統制システムを構築すべき法律上の義務がある。

総会屋に対する利益供与や裏金捻出が長期間にわたって継続され、相当数

の取締役及び従業員がこれに関与してきたことからすると、内部統制システ

ムは十分に機能していなかったものといわざるを得ない。

③　利益供与及び裏金捻出に直接には関与しなかった取締役であったとし

ても、違法行為を防止する実効性ある内部統制システムの構築及びこれを通

じた社内監視等を十分に尽くしていなかったとして、関与取締役や関与従業

員に対する監視義務違反が認められる可能性がある。

⑴　所見の分析・解説

本件は、Ａ社が与党総会屋として株主総会を仕切ってもらうことの謝礼と

して複数の総会屋に合計１億9400万円の利益供与を行ったとして、Ａ社株

主らが代表取締役らを相手に賠償を求めた株主代表訴訟である。本件では、

和解によって訴訟が終了しているが、当該和解に先立ち、裁判所より「訴訟

の早期終結に向けての裁判所の所見」が示されており、これによって限定的

にではあるものの本件に対する裁判所の心証が開示された。
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本件において、利益供与や裏金捻出等の違法行為を直接行っていた役員ら

（Ｙ3ないしＹ6）が法律上の責任を負うのは当然であるが、上記行為に直接的

には関わっていない代表取締役Ｙ1及びＹ2についても、これを防止するため

の実効性ある内部統制システムの構築義務と、これを通じた社内の監視義務

があり、これを怠った場合には責任を負う可能性がある旨が言及されてい

る。内部統制システムの構築義務については、本件に先立つ大和銀行事件判

決（大阪地判平成12・９・20）で判断が示されたが、本所見はこれに続いて

なされた裁判所の判断という点に意義が認められる。

なお、本件では、和解条項中において、同種事件の再発防止を目的とする

社外の有識者を加えた「（仮称）コンプライアンス特別委員会」を速やかに

立ち上げるとともに、コーポレート・ガバナンス推進に向けての決意表明を

新聞紙上に掲載するという条項が設けられた。

⑵　取締役の責任を積極的に解釈するために重視した事情

本所見において、裁判所が取締役Ｙ1、Ｙ2の責任を積極的に解釈するため

に重視した事情は以下のとおりである。

①　利益供与及び裏金捻出についての監視義務違反について

イ　利益供与及び裏金捻出の大半が、代表取締役在任中に行われたこと

ロ　株主総会に関する業務の経験があること

ハ　捻出された裏金の一部は、Ｙ3を通じて利益供与に費消されたこと

ニ　裏金捻出に関与している者は一般従業員ではなく、専務又は常務取締

役などの経営会議のメンバーであること

②　内部統制システム構築義務違反について

イ　総会屋に対する利益供与や裏金捻出が長期間にわたって継続されたこ

と

ロ　相当数の取締役及び従業員が利益供与や裏金捻出に関与してきたこと

⑴　利益供与等についての監視義務違反

取締役は、違法行為に直接関わっていない場合であっても、他の取締役や
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5 会社・役員の注意点・対応策
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