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EGAL EPORTL R
「「「「売掛金回収売掛金回収売掛金回収売掛金回収とととと法人格否認法人格否認法人格否認法人格否認のののの法理法理法理法理」」」」

2007.10.9

猪木猪木猪木猪木・・・・手島法律事務所手島法律事務所手島法律事務所手島法律事務所

弁護士 猪 木 健 二弁護士 猪 木 健 二弁護士 猪 木 健 二弁護士 猪 木 健 二

□□□□弁護士登録 平成弁護士登録 平成弁護士登録 平成弁護士登録 平成４４４４年年年年４４４４月月月月

（（（（登録番号登録番号登録番号登録番号 ））））22432

□□□□事務所設立 平成事務所設立 平成事務所設立 平成事務所設立 平成７７７７年年年年４４４４月月月月

□□□□主主主主なななな経歴経歴経歴経歴

岡山市生岡山市生岡山市生岡山市生まれまれまれまれS39.07.03

芳泉高校卒芳泉高校卒芳泉高校卒芳泉高校卒S58.03

岡山大学法学部卒岡山大学法学部卒岡山大学法学部卒岡山大学法学部卒S62.03

司法試験合格司法試験合格司法試験合格司法試験合格H01

司法研修所入所司法研修所入所司法研修所入所司法研修所入所H02.04

弁護士登録弁護士登録弁護士登録弁護士登録H04.04

猪木法律事務所開設猪木法律事務所開設猪木法律事務所開設猪木法律事務所開設H07.04

岡山弁護士会住宅紛争岡山弁護士会住宅紛争岡山弁護士会住宅紛争岡山弁護士会住宅紛争H13.

審査会審査会審査会審査会・・・・紛争処理委員紛争処理委員紛争処理委員紛争処理委員

登録登録登録登録

～～～～ 岡山県建設工事紛争岡山県建設工事紛争岡山県建設工事紛争岡山県建設工事紛争H14.02.01

審査委員審査委員審査委員審査委員

岡山弁護士会副会長岡山弁護士会副会長岡山弁護士会副会長岡山弁護士会副会長H17.04.

～～～～ 日弁連 委員会委日弁連 委員会委日弁連 委員会委日弁連 委員会委H18.05. ADR

員員員員

～～～～ 手島弁護士手島弁護士手島弁護士手島弁護士とととと事務所合事務所合事務所合事務所合H18.08.

併併併併「「「「猪木猪木猪木猪木・・・・手島法律事手島法律事手島法律事手島法律事

務所務所務所務所」」」」にににに

■■■■ はじめにはじめにはじめにはじめに

法人格否認法人格否認法人格否認法人格否認のののの法理法理法理法理というというというという

言葉言葉言葉言葉をををを聞聞聞聞いたことがありまいたことがありまいたことがありまいたことがありま

すかすかすかすか。。。。

これはこれはこれはこれは、、、、法人法人法人法人としてのとしてのとしてのとしての形形形形

式的独立性式的独立性式的独立性式的独立性をををを貫貫貫貫くことがくことがくことがくことが正正正正

義義義義にににに反反反反するするするする場合場合場合場合にににに、、、、そのそのそのその会会会会

社社社社のののの存在存在存在存在をををを全面的全面的全面的全面的にににに否定否定否定否定すすすす

るのではなくるのではなくるのではなくるのではなく、、、、特定特定特定特定のののの法律法律法律法律

関係関係関係関係についてについてについてについて個別的個別的個別的個別的・・・・例外例外例外例外

的的的的にににに法人格法人格法人格法人格をををを否定否定否定否定しししし、、、、具体具体具体具体

的的的的なななな利害関係利害関係利害関係利害関係をををを妥当妥当妥当妥当にににに調整調整調整調整

しようとするしようとするしようとするしようとする理論理論理論理論のことでのことでのことでのことで

すすすす。。。。

法人格法人格法人格法人格のののの形骸化形骸化形骸化形骸化とととと濫用濫用濫用濫用のののの

２２２２つのつのつのつのケースケースケースケースがあるとされがあるとされがあるとされがあるとされ

ていますていますていますています。。。。最近受最近受最近受最近受けたけたけたけた相談相談相談相談

事例事例事例事例をもとにをもとにをもとにをもとに、、、、具体的具体的具体的具体的にににに説説説説

明明明明していきますしていきますしていきますしていきます。。。。

■■■■ 相談事例相談事例相談事例相談事例１１１１‥‥‥‥法人格法人格法人格法人格のののの

形骸化形骸化形骸化形骸化ののののケースケースケースケース

（（（（相談内容相談内容相談内容相談内容））））

法人法人法人法人であるであるであるである 社社社社 にににに商品商品商品商品A

をををを売却売却売却売却したけどしたけどしたけどしたけど代金代金代金代金をををを払払払払っっっっ

てくれないてくれないてくれないてくれない。。。。 社社社社のののの代表者代表者代表者代表者A

であるであるであるである 個人個人個人個人 にににに支払支払支払支払わせわせわせわせB

ることはできないかることはできないかることはできないかることはできないか。。。。

（（（（回答回答回答回答））））

法人法人法人法人とととと契約契約契約契約をしたをしたをしたをした以上以上以上以上、、、、

原則的原則的原則的原則的にはにはにはには法人法人法人法人がががが契約責任契約責任契約責任契約責任

をををを負負負負いいいい、、、、代表取締役個人代表取締役個人代表取締役個人代表取締役個人がががが

契約責任契約責任契約責任契約責任をををを負負負負うううう訳訳訳訳ではありではありではありではあり

ませんませんませんません。。。。

だからだからだからだから多多多多くのくのくのくの場合場合場合場合、、、、契約契約契約契約

書書書書においてにおいてにおいてにおいて代表者個人代表者個人代表者個人代表者個人にもにもにもにも

連帯保証人連帯保証人連帯保証人連帯保証人としてとしてとしてとして署名押印署名押印署名押印署名押印

させているのですさせているのですさせているのですさせているのです。。。。

ただしただしただしただし、、、、代表取締役個人代表取締役個人代表取締役個人代表取締役個人

がががが連帯保証人連帯保証人連帯保証人連帯保証人になっていなになっていなになっていなになっていな

いいいい場合場合場合場合であってもであってもであってもであっても、、、、 社社社社ががががA

「「「「実質的実質的実質的実質的にににに個人企業個人企業個人企業個人企業であるであるであるである

場合場合場合場合」」」」はははは、、、、法人格否認法人格否認法人格否認法人格否認のののの法法法法

理理理理によりによりによりにより、、、、法人法人法人法人としてのとしてのとしてのとしての独独独独

立性立性立性立性をををを否定否定否定否定されされされされ、、、、直接代表直接代表直接代表直接代表

取締役 個人取締役 個人取締役 個人取締役 個人のののの 契約責任契約責任契約責任契約責任B

がががが 発 生発 生発 生発 生 す るす るす るす る 余 地余 地余 地余 地 が あ り まが あ り まが あ り まが あ り ま

すすすす。。。。法人格法人格法人格法人格のののの形骸化形骸化形骸化形骸化ののののケーケーケーケー

ススススですですですです。。。。

具体的具体的具体的具体的にはにはにはには次次次次のののの要件要件要件要件をををを満満満満

たすたすたすたす必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。

（（（（アアアア））））支配支配支配支配のののの要件要件要件要件

①①①①背後背後背後背後にあるにあるにあるにある者者者者がががが法人格法人格法人格法人格

をををを利用利用利用利用しているということしているということしているということしているということ

②②②②法人法人法人法人とととと背後背後背後背後にあるにあるにあるにある者者者者とととと

にににに実質的同一性実質的同一性実質的同一性実質的同一性があるといがあるといがあるといがあるとい

うことうことうことうこと

個人個人個人個人がががが当該法人当該法人当該法人当該法人のののの１００１００１００１００

％％％％株主株主株主株主であるであるであるである場合場合場合場合がががが典型例典型例典型例典型例

ですですですです。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、法人法人法人法人のののの背背背背

後後後後にあるにあるにあるにある者者者者がががが支配的支配的支配的支配的なななな地位地位地位地位

にあってにあってにあってにあって、、、、法人法人法人法人をををを自己自己自己自己のののの意意意意

のままにのままにのままにのままに道具道具道具道具としてとしてとしてとして利用利用利用利用しししし

ているということですているということですているということですているということです。。。。

調査方法調査方法調査方法調査方法としてはとしてはとしてはとしては、、、、会社会社会社会社

法法法法１２５１２５１２５１２５条条条条２２２２項項項項にににに基基基基づきづきづきづき株株株株

主名簿主名簿主名簿主名簿のののの閲覧又閲覧又閲覧又閲覧又はははは謄写謄写謄写謄写のののの請請請請
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求求求求をををを行行行行うことがうことがうことがうことが考考考考えられまえられまえられまえられま

すすすす。。。。しかししかししかししかし、、、、当該会社当該会社当該会社当該会社がががが閲閲閲閲

覧覧覧覧をををを事実上拒事実上拒事実上拒事実上拒むこともむこともむこともむことも予想予想予想予想

されますされますされますされます。。。。そのそのそのその場合場合場合場合はははは、、、、当当当当

該法人該法人該法人該法人のののの設立時設立時設立時設立時のののの登記申請登記申請登記申請登記申請

書類書類書類書類をををを法務局法務局法務局法務局でででで閲覧閲覧閲覧閲覧しししし（（（（商商商商

業登記簿法業登記簿法業登記簿法業登記簿法１１１１１１１１条条条条のののの２２２２ 、、、、））））

株式株式株式株式をををを引引引引きききき受受受受けるけるけるける発起人発起人発起人発起人がががが

誰誰誰誰かをかをかをかを調調調調べべべべ現在現在現在現在のののの株主株主株主株主をををを推推推推

定定定定 す るす るす るす る 方 法方 法方 法方 法 がががが 考考考考 え ら れ まえ ら れ まえ ら れ まえ ら れ ま

すすすす。。。。

（（（（イイイイ））））形骸化形骸化形骸化形骸化のののの徴表徴表徴表徴表のののの要件要件要件要件

例例例例えばえばえばえば

アアアア 財産財産財産財産のののの混同混同混同混同

イイイイ 業務業務業務業務のののの混同混同混同混同

ウウウウ 収支収支収支収支のののの混同混同混同混同

エエエエ 運営手続運営手続運営手続運営手続きのきのきのきの無視無視無視無視

オオオオ 当初当初当初当初からのからのからのからの資金不資金不資金不資金不

足足足足・・・・無資産無資産無資産無資産

ところでところでところでところで、、、、本来本来本来本来はははは形骸化形骸化形骸化形骸化

のののの徴表徴表徴表徴表のののの要件要件要件要件もももも法人格法人格法人格法人格のののの否否否否

認認認認のののの法理法理法理法理のののの適用適用適用適用をををを主張主張主張主張するするするする

側側側側（（（（原告原告原告原告））））がががが立証立証立証立証しなけれしなけれしなけれしなけれ

。 、。 、。 、。 、ばならないばならないばならないばならない筈筈筈筈です しかしです しかしです しかしです しかし

これはこれはこれはこれは会社内部会社内部会社内部会社内部のことでものことでものことでものことでも

ありありありあり立証立証立証立証がががが困難困難困難困難ですですですです。。。。

そこでそこでそこでそこで、、、、支配支配支配支配のののの要件要件要件要件がががが立立立立

証証証証できればできればできればできれば、、、、同族会社同族会社同族会社同族会社のののの場場場場

合合合合はははは当該会社当該会社当該会社当該会社がががが実質的実質的実質的実質的にににに個個個個

人企業人企業人企業人企業であるとであるとであるとであると推定推定推定推定されるされるされるされる

からからからから、、、、逆逆逆逆にににに被告被告被告被告のののの側側側側がががが実質実質実質実質

的的的的にににに個人企業個人企業個人企業個人企業でないことをでないことをでないことをでないことを

反証反証反証反証してしてしてして前記推定前記推定前記推定前記推定をををを覆覆覆覆さなさなさなさな

ければならないとければならないとければならないとければならないと判示判示判示判示したしたしたした

裁判例裁判例裁判例裁判例もありますもありますもありますもあります（（（（松山地松山地松山地松山地

裁宇和島支部昭和裁宇和島支部昭和裁宇和島支部昭和裁宇和島支部昭和 。。。。47.3.7））））

相談事例相談事例相談事例相談事例のののの場合場合場合場合はははは、、、、 社社社社A

はははは、、、、 のみでのみでのみでのみで運営運営運営運営していたしていたしていたしていたB

実態実態実態実態がありがありがありがあり、、、、法人格否認法人格否認法人格否認法人格否認のののの

法理法理法理法理がががが適用適用適用適用されるされるされるされる可能性可能性可能性可能性がががが

大大大大ですですですです。。。。このこのこのこの場合場合場合場合、、、、 社社社社ととととA

共共共共にににに 個人個人個人個人 にもにもにもにも契約責任契約責任契約責任契約責任B

をををを追及追及追及追及することがすることがすることがすることが可能可能可能可能となとなとなとな

りますりますりますります。。。。

■■■■ 相談事例相談事例相談事例相談事例２２２２‥‥‥‥法人格法人格法人格法人格のののの

濫用濫用濫用濫用ののののケースケースケースケース

（（（（相談内容相談内容相談内容相談内容））））

社社社社にににに売掛債権売掛債権売掛債権売掛債権をををを有有有有してしてしてしてC

いるいるいるいる。。。。 社社社社はははは、、、、本来大本来大本来大本来大いにいにいにいにC

利益利益利益利益のののの出出出出るるるる事業事業事業事業をしているをしているをしているをしている

がががが、、、、過去過去過去過去にににに抱抱抱抱えたえたえたえた多額多額多額多額のののの負負負負

債債債債のためのためのためのため、、、、支払支払支払支払いがいがいがいが滞滞滞滞ってってってって

いるいるいるいる。。。。

このこのこのこの度度度度、、、、 社社社社 はははは 社社社社 ををををC D

設立設立設立設立してしてしてして、、、、役員役員役員役員からからからから従業員従業員従業員従業員

までまでまでまで 社社社社 にににに移移移移るとるとるとると共共共共にににに、、、、D

C D営業営業営業営業そのものもそのものもそのものもそのものも 社社社社からからからから

社社社社へへへへ移転移転移転移転したしたしたした。。。。

社社社社にににに売掛金売掛金売掛金売掛金をををを支払支払支払支払わせわせわせわせD

ることはできないかることはできないかることはできないかることはできないか。。。。

（（（（回答回答回答回答））））

債権者債権者債権者債権者にににに対対対対するするするする債務債務債務債務をををを踏踏踏踏

みみみみ倒倒倒倒すすすす目的目的目的目的でででで新新新新たなたなたなたな法人法人法人法人をををを

設立設立設立設立してしてしてして利益利益利益利益をををを生生生生むむむむ営業営業営業営業をををを

新法人新法人新法人新法人にににに譲渡譲渡譲渡譲渡しししし、、、、従前従前従前従前のののの法法法法

人人人人にはにはにはには負債負債負債負債だけだけだけだけ残残残残すというすというすというすという

やりやりやりやり方方方方はははは、、、、法人格法人格法人格法人格をををを濫用濫用濫用濫用しししし

たものとしてたものとしてたものとしてたものとして法人格否認法人格否認法人格否認法人格否認のののの

法理法理法理法理のののの適用対象適用対象適用対象適用対象となりとなりとなりとなり得得得得まままま

すすすす。。。。

具体的具体的具体的具体的にはにはにはには、、、、次次次次のののの要件要件要件要件をををを

満満満満たすたすたすたす必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。

（（（（アアアア））））支配支配支配支配のののの要件要件要件要件

①①①①背後背後背後背後にあるにあるにあるにある者者者者がががが法人格法人格法人格法人格

をををを利用利用利用利用しているということしているということしているということしているということ

②②②②法人法人法人法人とととと背後背後背後背後にあるにあるにあるにある者者者者とととと

にににに実質的同一性実質的同一性実質的同一性実質的同一性があるといがあるといがあるといがあるとい

うことうことうことうこと

（（（（イイイイ））））目的目的目的目的のののの要件要件要件要件

支配者支配者支配者支配者がががが違法違法違法違法・・・・不当不当不当不当なななな目目目目

的的的的のためにのためにのためにのために法人法人法人法人をををを利用利用利用利用してしてしてして

いることいることいることいること

取引債務取引債務取引債務取引債務のののの回避回避回避回避、、、、強制執強制執強制執強制執

行行行行のののの免脱免脱免脱免脱などがなどがなどがなどが、、、、そのそのそのその例例例例でででで

すすすす。。。。

相談事例相談事例相談事例相談事例ではではではでは、、、、取引債務取引債務取引債務取引債務

のののの回避回避回避回避というというというという違法違法違法違法なななな目的目的目的目的のののの

ためにためにためにために 社社社社 をををを設立設立設立設立したもしたもしたもしたもD

のとのとのとのと思思思思われることわれることわれることわれること、、、、 社社社社ををををD

支配支配支配支配しているのはしているのはしているのはしているのは 社社社社 ででででC

あることあることあることあること、、、、 社社社社のののの事業所事業所事業所事業所ははははD

社社社社のののの事業所事業所事業所事業所ととととスペーススペーススペーススペースををををC

共有共有共有共有しておりしておりしておりしており判別判別判別判別がががが不可能不可能不可能不可能

であることなどからであることなどからであることなどからであることなどから、、、、法人法人法人法人

格否認格否認格否認格否認のののの法理法理法理法理のののの適用対象適用対象適用対象適用対象とととと

なるのではないかとなるのではないかとなるのではないかとなるのではないかと判断判断判断判断しししし

ましたましたましたました。。。。

Cこのこのこのこの場合場合場合場合、、、、売掛債権売掛債権売掛債権売掛債権をををを

社社社社とととと共共共共にににに 社社社社 にもにもにもにも請求請求請求請求すすすすD

ることができることとなりることができることとなりることができることとなりることができることとなり

ますますますます。。。。

■■■■ 最後最後最後最後にににに

近時近時近時近時、、、、企業企業企業企業モラルモラルモラルモラルがががが低下低下低下低下

したためかしたためかしたためかしたためか、、、、もともともともともともともともと経営経営経営経営

者者者者としてのとしてのとしてのとしてのモラルモラルモラルモラルがががが欠如欠如欠如欠如しししし

ていたのかていたのかていたのかていたのか、、、、法人格法人格法人格法人格をををを濫用濫用濫用濫用

するするするする事例事例事例事例をををを耳耳耳耳にしますにしますにしますにします。。。。

このようなこのようなこのようなこのような企業企業企業企業はははは、、、、労働労働労働労働

者者者者とのとのとのとの関係関係関係関係においてもにおいてもにおいてもにおいても法人法人法人法人

格格格格をををを濫用濫用濫用濫用したしたしたした不当不当不当不当なななな処理処理処理処理をををを

するするするする可能性可能性可能性可能性がありますがありますがありますがあります。。。。

企業経営企業経営企業経営企業経営にににに携携携携わるわるわるわる者者者者はははは、、、、

何何何何よりもよりもよりもよりも信義誠実信義誠実信義誠実信義誠実をををを重視重視重視重視しししし

永年永年永年永年のののの信用信用信用信用をををを培培培培うううう努力努力努力努力をしをしをしをし

てもらいたいものですてもらいたいものですてもらいたいものですてもらいたいものです。。。。

間違間違間違間違ってもってもってもっても法人格法人格法人格法人格をををを濫用濫用濫用濫用

してしてしてして目先目先目先目先のののの利益利益利益利益のみをのみをのみをのみを追求追求追求追求

してはなりませんしてはなりませんしてはなりませんしてはなりません。。。。
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