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士事判例研究
九州大学産業法研究会

額︑満期を本件融資金の返済期日とする約束手形を振出し︑訴

そこで︑㌔は︑振出人を㌦︑受取人を訴外A︑金額を本件融資

付ける契約︵以下︑本件消費貸借契約という︶をなしている︒

が業務の執行のために借り受けるものと誤信し本件融資金を貸

・104）

598

要である旨の説明をなしたので︑Xは︑本件融資金は︑㌔会社

外Aの裏書を受けた上でXに交付し︑Xは手形受領後︑手形金

（4

任を負わない︒

ないことにつき重過失があるときは法人は不法行為責

を蒙っても相手方が右権限濫用の事実を知り又は知ら

の際︑すでに述べたように︑㌦はXに対し︑h会社の業務のた

もないが︑これが︑h会社の本店において締結され︑また︑そ

たる本件消費貸借契約も個人として締結したと見られないこと

き︑㌔は︑自己振出の手形を交付しているので︑その原因関係

この点につ

右の場合他の取締役︑監査役も商法二六六条ノ三によ

東京地裁昭和四九年四月一五日判決︵畑漁細駄葬臨働針師野馳勅乳鮒智蹴

ｺ幽︶判例時報七五八号七四頁

の代表取締役の立場で太件消費貸借契約を締結したと判断され
る︒

件融資金という︶の申込みをXになした︒その際︑均は︑h会

期日を同年七月一五日と約して金八三〇万円の借入︵以下︑本

年半わたり訴外Aが㌦個人のもとに出入し︑数回にわたり現金

た︑それを使用した事実もなかった上に︑昭和四四年から四五

をもたず︑

これに対して︑ぬ会社は︑代表取締役は金融関係につき専権

社が︑昭和四五年三月一五日遅ら大阪府で開催が予定されてい

・小切手および約束手形等を持参していたが︑それは正式にぬ

ま

た万国博覧会︵以下︑万国博という︶会場において運営するレ

会社の経理課を経てないこと︑さらに︑笥会社の金員を㌦個人

かつて業務のために鞄個人名義の融資はなく︑

ストランの設備・造作等の準備のために臨時に至急の資金が必

であったが︑昭和四五年四月⁝五日︑均会社本店において返済

みれば︑㌦は︑個人名義の手形を振出しているとしてもぬ会社

めに使用する旨の説明をなしているこ3．﹂等︑客観的︑外形的に

カ︑エそれとも︑Y個人なのかということである︒

問題となったのは︑本件消費貸借契約の主体が︑㌔会社なの

額相当額をYに交付している︒

42

る責任を負わない︒

株式会社の代表者の権限濫用行為により相手方が損害

囎
二

︹事実︺均は︑ぬ株式会社︵以下︑㌔会社という︶の代表取締役

徽脚
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の銀行口座に預金したこともなかったこと等主張した︒

つぎに︑㌔が︑本件融資金の申込みに際してXに対して説明
したところの万国博レストランの準備に使用する旨の件につい
ては︑ぬ会社はつぎのように抗弁している︒すなわち︑確かに
昭和四五年三月三一日に開催された㌔会社の第二六五回取締役
会において︑レストランチェーンの検討の意見を陳述したが︑

それは︑㌦個人の意見の披歴に終り・右取締役会でば・店舗の
系列︑料理の標準化等のいわゆる﹁食堂展開﹂の議が目的であ

り︑㌔個人のレストランチ亀iン計画は不採用となり︑その旨
部長会にも報告がなされている︒また︑ぬ会社は︑万国博のレ
ストランには特別の予鈴を組み︑企画・運営を進めており代表
取締役の介入︵判旨の﹁理由﹂では︑介入となっているが︑こ

たものと推定することはできない︒また︑矩は︑約束手形を個

人名義で振出した理由として︑㌔会社は︑砂糖r小麦粉の購入

代金以外には手形を振爵さない旨の説明をなしているが︑．㌔会

社は︑目的︑金額を問わず必要により約束手形を振蹴じている

ため︑均の上記説明ば虚偽である︒
．以上の事実により矩は︑融資金の使途につき虚偽の説朋をX

になしでいたものと推定される︒

ところで︑Xは︑昭和四五年の一月上旬から二月上旬にかけ

て三回にわたり計二＝二五万円を︑㌔会社の業務の執行のため

に使用する旨の矩の説明を信じて㌦に貸戯けている︒しかし︑

Xは︑右貸付金の交付の際において︑また︑本件融資金の交付

の際においても︑弁済期に至．るまでの利息を天肌していた．し

かも︑Xは︑ある程度継続的に高利の金融を行なっていたもの

手形上

の責任を負わせる目的で訴外Aを受収人とし︑訴外Aから裏書

Xは︑砲が個人名義で振出し︑

資金がレストランチェーンの検討を含む㌔会社の業務のために

譲渡を受けた形式の約束手形の交付を受けているにもかかわら

であると認められる︒

使用した旨を記載した証明書を交付している︒また︑地がXか

ず︑借主となるべきh会社振出の手形はもちろん︑借用証の交

れは融資の斡旋の意であろう︶の必要はなかった︑と︒
．しかし︑Yは︑Xに対して︑昭和四六年三月三〇日に本件融

ら貸付けを受ける際に︑万国博レストランの準備に使用す・る旨

のない個人から数度にわたる極めて高利な借金を重ねることは

付も全く受けていない︒さらに︑業界でも著名な㌔会社が取引

また︑㌔会社は︑昭和四五年三弦三一日︑訴権農林中央金庫

緊急の必要性その他特段の事情のない限り考えられないが︑本

を述べたことについては︑X・㌦聞以外では争いがない︒
から二億五千万円の借入をしているが︑これは︑昭和四五年の
ではない︒したがって︑本件消費貸借血斑においても㌔会社の
財政が逼迫していることにより業務に使用するために行なわれ

当初計画に基づくものであって︑㌔会社が財政逼迫にあるもの

105）

会社には︑前述したように︑万国博レストランの準備のために

するために必要であるとの説明がなされているが︑しかし︑ぬ

件融資は︑Yによれば埼会社が万国博レストランの準備に使用

599

．
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既に︑ 器楽農林中央金庫から借入がなされており︑

び監査役に対しては︑商法二八○条︑同二六六条ノ三に基づく

条ノ三に基づく損害賠償を︑さらに鞠ほか一〇名の取締役およ

したがっ

て︑h会社にとっては︑緊急の必要性はなかったものである︒

損害賠償を請求したのが本件である︒

㌔会社の責任については︑

︹判旨︺一部認容︑一部棄却
嶋

﹁法人の代表者がその権限を

また︑㌦が︑Xに説明したという︑巧会社が会社名義の手形を
振出すことができない旨の前記理由も極めて不自然である︒

Xも訴外B会社の代表取締役であり︑金融も手がけていたと

もかかわらず︑巧会社に対しては何等その種の債権保全手続を

や︑裏書人である訴外Aの財産を仮差押する処置に出ているに

あったと思われる︒さらに︑本件消費貸借契約が不履行となる

であると信じたというが︑これにつき当然に疑問を抱くべきで

ことを知り︑もしくは︑これを知らなかったことにつき重大な

おいても︑被害者である相手方が代表者の権限濫用行為である

いうべきであり︑また︑当該取引行為が不法行為となる場合に

たときは︑法人は︑当該取引行為上の義務を負担しないものと

を知り︑もしくは︑通常の注意をもってすれば知ることができ

濫用して相手方と取引行為をした場合において︑相手方がこれ

とってはいない︒これによっても︑Xは︑㌦が㌔会社の代表取

過失があるときは︑当該取引行為に基因する損害の賠償責任を

いう経歴からしても︑本件消費貸借契約締結の相手方が㌔会社

締役であるという権限を濫黒し︑自己のため︑これを利用して

も負わないものと解すべきである︒﹂として︑Xには︑㌦の権

㌦の損害賠償責任については︑ぬは︑Xを誤信させて本

のと認定し︑Xの請求を棄却︒

限濫用行為であることを知らざるにつき重大な過失があったも

いたものと感づいていたのではないかと推定される︒

しかしながら︑つぎに︑㌔会社の㌔ほか一〇名の取締役およ
び監査役は︑いずれも︑賜が従来からぬ会社の業務執行の目的

二

件消費貸借契約を締結させたのだから︑それは︑不法行為に該

と称して個人名義での約束手形を振出して融資を受けていたこ
とを黙認していたもので︑地が代表取締役の地位を濫用してい

X

当するとして︑Xの請求を認容︒

㌔ほか一〇名の取締役および監査役の責任につき︑

は︑本件消費貸借契約締結について︑窺の権限濫用があること

三

たことを監視する義務を怠っていたという事実がある︒その結

果︑Xは︑ぬ会社に貸付けるものと誤信して本件融資金を㌦に
交侍し︑本件融資金相当の損害を蒙ったものである︒

﹁Yの業

務執行に対する監視義務違反のあったことを前提とする﹂Xの

を知らなかったことにつき重大な過失があったので︑

づく本件融資金の返還︑予備的には代表取締役の不法行為に基

請求は︑理由がない︑として棄却︒

よって︑Xは︑巧会社に対し︑主位的には消費貸借契約に基
づく損害賠償を︑また︑㌦に対し不法行為もしくは商法二六六
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︹研究︺判旨に賛成する︒

無効と解されるので︑民法＝○条により有効化することは制

る説︵綜鶉彫鼠﹂琵︶︒この説によれば馬決議のない場合には絶対

民法四四条の適用を排除し︑民法一一〇条の適用を認め

糊賄賑鰍総熾言意厩顛触杯彫酬幅．︶︒この説によれば︑民法四

四条一項は︑まさに代表機関の不法行為についての法人の責任

・る説繍撚

②

約される︑とする︒

圃 判旨一について︒団体の代表者の越権行為について︑そ
の責任を追及する場合︑従来︑法人．の不法行為として民法四四

条によって処理するか︑あるいは︑代表行為として民法＝○
条の表見代理の法理によって処理するかの二つの方法が考えら
れていた︒後者のように表見責任法理により責任を追及する場

た︑被害者︵相手方︶の善意を要求していないので︑民法五四

を定めたもので︑法律行為の相手方の保護の規定ではなく︑ま

在を要求し︑それが存在しない場合︑つまり︑相手方が代表者

条藪蓮や同＝○条︵一一鯉年子勲就善︶に比べて相手方の保護が強大

合は︑取引の相手方に善意・無過失を要件とする正当理由の存
の権限濫用の事実を知り︑または︑知らないことにつき過失が

化しすぎる︑とする︒

⑧

ある場合は︑法人は責任を負うことはない︒本訴では︑請求原
因から判断する限り︑前者を選んだようであるが︑本判決は︑

この説は︑つぎの二つに分かれる︒

民法一一〇条の適用を原則とし︑民法四四条責任を補充

民法四四条・同＝○条の適用を両者とも承認する説︒

前者の場合においても同様︵矩軸副揮姻︶に解すべきであるとした

囚

的に見る説藪 灘鶴糖駄雛㌔駒訊ポ傾欝我︶︒この説によれば︑民法一一

︵麟灘号︑︶︒

問題となるのは︑ ﹁理事其他ノ代理人﹂群書の行為が︑取引

〇条の適用︵縦初翠雲轍桁為∀を原則とし︑．その要件が充たされない

ために当該行為を有効としえない場合には︑重ねて民法四四条

行為︵法律行為︶である場合における表見責任法理との競合間
．題である︒

一項を主張できないが︑何らかの理由で元来︑民法7一〇条の

適用が許されない場合廠雄炉卜㌍い○騒帥要附熔畷や一壷哨悔断職制舗︶に限っ

そこでまず︑民法四四条と同＝○条の関係をみ︑つぎに︑
本判決のように民法四四条に相手方の知情の点を加えることの

て︑民法四四条一項を︵類推︶適用する︑とするσ

この説は︑民法四四条は︑純粋の不法行為

実行為に基づく他人に加えた損害を賠償する責任であると解

責任だけを認めるものと解すべきではなく︑広く法律行為・事

繿ｦ法O顯肥細思か酬︶︒

側民法四四条・同一一〇条の重畳的適用を認める説︵酪即距甑

当否を検討する︒

二 団依の代表者の越権行為についての民法四四条と同．＝
○条の関係について︑学説は次の三つに大別しうる︵畔磯㎜糠謙町っ

ω 民法四四条の適用を認め︑民法一．︑一・○条の適用を排除す

駄朗
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半日イダ1研究

行為責任が闘題となり︑また︑民法一一〇条を主張せずに不法

し︑表見代理の成立が否定される場合には︑常に︑法人の不法

の差異は︑法人︵団体︶と被害者︵相手方︶との利益較量の闘

は︑常に法人の不法行為責任が問題となりうる︒つまり︑両説

るのに対して︑重畳説が︑表見代理の成立が否定される場合に

てくる︵翻コ舷側論罪︶︒したがって︑補充説に対しては︑民法一一

手方に過失があり否定される場合にも︑直ちに相手方の請求を

その点︑重畳説によれば︑表見代理の成立が︑相

いことからも説明できよう︒ そこで︑結論的には︑

排斥せずに法人の不法行為責任を認めた上で︑その相手方の過

a瑚㎜色︒

か︑個説になるわけであるが︑仮に︑囚説を補充説︑個説を重

失を︑過失相殺というテクニックで賠償額を考慮し︑当事者の

㈹の囚説

畳説と名づけ繍椥沖珊旧慣調罫砿﹂︑両説の差異を検討してみたい︒

利益較量をはかることができ︑より妥当な解決がはかれるので︑

民法＝○条の表見責任制度でのいわゆる9一一〇﹃葛93σqと

いう一義的解決しか得られない不備を救うことができる︵淋鰍緋嚇

里謡駅︶︒

逆に︑ω民法四四条では︑損害額を限度とするが︑同＝○

条では︑本来の債務内容の履行を請求できる︒回民法四四条の

資任は︑三年の短期消滅時効鹸一二︶にかかるが︑同一一〇条の

の側の有利な点をあげて︑当事者の主張によって重畳的適用を

責任は普通消滅時効時間が適用される︑といった民法一一〇条

する道をとるべく︑民法一一〇条の要件が充たされない場合に

許していこうとする説もある繍硬恥根嫡黙二︶︒判例触調噸脚朗期芝藩

は︑ 民法四四条も援用しえないものとなすべきである︑

とす

行為が法律行為である場合には︑原則として当該行為を有効と

た場合である︒すなわち︑ 補充説が︑ 法人の代表者の不当な

両説の差異が明白となるのは︑民法＝○条の成立が否定され

的差異をどの程度重視するか︑によって生じてくる︵翻コ川棚恥前︶︒

ｭ︶とすることの差異は︑民法＝○条と同四四条との実質

条の適用を重畳的に主張できることを認める︵開仙が紳げ徹撫臣訪酬翻

の適用を認めようとするのに対し︑重畳説は︑民法一一〇

まず︑補充説が︑民法＝○条を標則とし︑例外的に民法四

て︑実質的に妥当でないことは︑株券偽造の場合に対処しえな

解決しか得られないのであって︑そのために具体的に妥当な結

凱伽︶︑相手方は何等救済されず︑いわゆる櫓門〇円昌9三コσqの

〇条が適用されない場合意馬幟矧瀟論加賄踊思量劫ゲ↑卜豹善計禰朔燃欝礎馳禍

題になり︑より妥当な結論が導き出せるかという点にかかわっ

行為の主張でいくこともよい︑とする︒

認めることは︑同＝○条により行為を有効化して団体に責任
を負わせるのと実質的に差異がなく︵艶館間物騒帥消︶︑また︑判例

ｼ日︶が︑民法一一〇条を認めたことになって絶

（4
証撒

対無効論は民法五四条排除の意味しかないと解される現在︑こ

N匹

果を保証するものか疑問であるとの批判がなされている︵淋削癖覇

B二

の説は一歩後退したといえる︒②説は︑原則論はともかくとし

B和
ｪ航
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そこで︑各説を検討するに︑ω説に対しては︑民法四四条を
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つぎに︑民法四四条の適用が認められる場合︑法人の代表者

為は﹁職務ヲ行フニ付キ﹂なされた行為ではなくなり︑相手方

いたか︑もしくは︑重大な過失で知らない場合は︑当該取引行

あではなく︑機関個人または第三者のためにすることを知って

の行為が果たして﹁職務ヲ行フニ付キ﹂なされた行為と言いう

はその取引行為に基づく損害を請求しえなくなるとした判例が

福 も︑この立場と思われる︒

るかという点が間題になるが︑これは単に代表者の権限濫用の

ある︵撮酬囎嫌廼癖解距手拓剣眠鹸に↑三親明鷲が馳︶︒

フニ付キ﹂に外形理論を採用したものと思われる︒しかも︑外

本判決は︑民法七一五条と同様に︑民法四四条の﹁職務ヲ行

場合に止まらず︑ ﹁職務ヲ行フニ付キ﹂の解釈に関する問題に
かかわってくる︒

﹁職務ヲ行フ脇付キ﹂とは︑職務を行なうに際してと︑行なう

ところで︑民法四四条は︑相手方に善意を要求していないか

﹁相手方の信頼﹂の要素も考慮

ては相当な幅がある︒しかし︑ ここで﹁職務ヲ行フ当付キ﹂

ら︑その保護が強大化し︑法人の責任を不当に加重することに

形理論の外部的拡大説をとり︑

は︑民法七一五条の﹁事業ノ執行二付キしとその解釈を同一に

なるとの批判があるが︵舗謎細︶︑本判決のごとく相手方の信頼の

ために︑の中間にある観念である︑と解されている︵臓綴静噺焔報

するものであるとされ︵虚字︑徽鋼唄世一舘講遡配︶︑両者の解釈とし

要素を考慮すれば妥当な解決が得られることになるのではなか

したことになる︒

ては︑いわゆる外形理論または外形標準説といわれる見解が通

ろうか︒

﹂が︑これは極めて漠然とした概念であり︑具体的内容につい

説である︵蒲蝉一恥腋根法㈹︶︒すなわち︑行為の外形上︑職務行為と

れた信頼﹂であり︑それで十分なのであって︑信じることに無

﹁職務としてなさ

がそれにあたるとするものである諭畑一酬掲︶︒したがって︑行為

過失が要求されると考えるべきではない繍コ帥嚇脅前︶︒また︑﹁信

なお︑ここでいう﹁相手方の信頼﹂とは︑

者の主観を闘わず︑また︑法人が利得したか否かも問わない︒

認められるもの︑および︑これと相当な牽連関係を有する行為

なお︑この外形理論には次の二つの区別がなされており︑すなわ

ていても︑﹁職務ヲ行フニ付キ﹂鹸細︶﹁事業ノ執行二瀬キ﹂︵嘱砒

頼﹂といっても︑行為者が︑その職務と全く無関係な分野でな
した取引行為︵不法行為︶は︑たとえ︑職務行為の外観を呈し

条︶なされた行為とは見るべきではなく︑言わば︑民法＝0条

坦し︑真正な代理権が必要という意味ではない︒したがって︑

の基本代理権に相当するものが必要と考えてよい癬コ紳棚疑前︶︒

109）

ち︑内部的拡大説︵鉢採吻騰鰹⑩碓順吐︑︶と︑外部的拡大説︵茄端勘翻艀

Wがそれであり︑後者が最近の学説・判例の立場である

るが︑取引行為の場合︑相手方において︑その取引が法人のた

ったのは︑外形理論が採用されたことがらして当然のことであ

諭嘱彫揃曜日鰍芝項恕澱同調痢姻に醇︶︒行為者の意図が鞍馬とされなくな

ﾋ杁
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代表機関の権限濫用行為の場合には︑ここで．要求される基本代

判旨一︐繭について︒

商法二六六条ノ三による責任である

ば︑㌦の説明を当然に疑ってよかったはずである︒
三

が︑監査役については昭和四九年の商法の一部改正により︑取

理権相当のものとは︑ ﹁代表者の地位﹂にあることをもって足
りると解してよいのではなかろうか︵繋目紳棚舜﹂︒民法一一〇条

締役と同様の業務監査権を加えられたが︑本件はまだ改正前で

の点を加味した初めての判例である︒

したきわめてまれなケースであり︑また︑本条に第三者の知情

の判断ではあるが︑監査役に任務解怠を理由として責任を追及

でいう基本代理権が要求されるほど厳格に解しなくともよいと
思うが︑民法七一五条での外形理論について具体的基準を求め
て学説が分かれているように︑・それ自体あまりにも概括的であ

り︑必ずしも明確な基準とは言えないので︑より具体的なメル

のは︑﹁職務ヲ行フニ付キ悪意鳶口重大ナル過失アリタルトキ﹂

商法二六六条ノ三により︑取締役が第三者に対し責任を負う

本判決のように︑民法四四条において︑相手方の知情の点を

締役会決議に基づいてなされた場合︑当該決議に賛成している

クマールが示されることが望まれる︒

考慮することになれば︑民法四四条と同一一〇条の関係は接近
し︑また︑その関係をめぐって対立していた学説も一応︑重畳

ときには︑その取締役は︑直接違法行為に関与していなくとも

であり︑行為者以外の取締役は︑商法二六六条の違法行為が取

説に落ち着くことになるものと思われる︒

人として見ていたものであろう︒ 次に︑ 地が説明した殉会社

り︑㌦の支払能力の点を考慮していることは︑明らかに㌦を個

て︑ ことさら︑ 訴外Aに担保責任を負わせるような形式をと

まず︑ Xは︑ 本件消費貸借契約による約束手形振出におい︐

三第二項の反対解釈とを結びつけ︑かかる取締役は︑取締役会

役会に参与する権限しか有せず︑この原則論と商法二六六条ノ

ることになるが︑蝿以外の八名の取締役は︑原則として︑取締

もつ取締役であることから︑監視義務違反による責任を問われ

本件の場合︑㌔は︑取締役会の決議によらないで︑本件消費
ヨ
貸借契約を締結している︒この場合において︑Yは︑代表権を

違法行為をなしたものとみなされる︵璽蘇舷蘇D三兵︶︒

が︑砂糖・小麦粉の購入代金以外は手形を振出さない旨の理由

決議によらない違法行為につき︑商法二六六条ノ三の責任を負

判旨は︑本件につき︑Xに悪意又は重過失があったと認定し

も極めて不自然であるにもかかわらずそれを疑ってはいない︒

を支持する学説もある︵㈱㎜か磁鰍齢鰍法︶︒これに対しては︑代表取

ているが︑以下に述べる理由により妥当と解される︒

さらに︑㌔会社が取引のないXに数度の︑それも極めて高利な
借金を申込むことについても︑Xは︑訴外B会社の代表取締役

締役とそれ以外の取締役との間には︑注意義務の程度に差異が

わない︑とする下級審判決鹸五山醐舗蜘駝刷出輩期笹三︶があり︑これ

の立場にあり︑ その上︑ 金融を手がけていたこと等を考えれ
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上︑それによって︑直ちに本件契約もh会社がなしたとの推定

ていなかった為に悶題となったのであるが︑手形振出が㌔会社

しかし︑いずれにせよ︑本判決のごとく解して︑相手方にお

はなしえない︒また︑Xは︑㌦に責任を追及すれば足りた分で

あるだけで︑監視義務の対象自体は︑取締役会に現われた事実

いて︑代表取締役がその権限を濫用して自己のために取引行為

あるが︑㌔が㌔会社の代表者の地位にあったことから︑法人の

のためになされたとしても︑本来︑手形行為は無因性である以

をしていることを知り︑もしくは︑重大な過失によって知らな

不法行為として敢て︑㌔会社を相手としたものと思われる︒こ

に限定すべきでない痛刊更錦瀾四︶︑との批判がある︒

いで当該取引をしたときは︑他の取締役に︑当該取引につき共

れはやはり︑支払能力の点を考慮したためであろう︒

接関係はなかったとも言えよう︒

︵国友順市︶

してみれば︑本件では︑民法四四条︑商法﹇．一六六条ノ三は直

謀などの特段の事情がない限り︑監視義務違反による責任を問
うことができないとするときは︑取締役が代表権を有している
か否かは︑直接問題にならなくなる︒従来︑第三者︵相手方︶

の側にも損害を蒙るにつき過失があった場合には︑民法の過失
相殺の規定︵民七二二条∬︶を適用ないし準用して︑賠償額を減額するこ

とが︑一般に可能だと解されていたにとどまる繍細㍉幽醐姻軌広題
集振臨懇任︶︒

商法二六六条ノ三を本判決のように解することは︑判旨一に
おいて民法四四条に外形理論を採用し︑ ﹁相手方の信頼﹂の要

素を考慮したのと同様の法律構成をなしたものであろう︒すな
わち︑商法二六六条ノ三においても︑第三者︵相手方︶の信頼
が保護するに値しないときは︑当該行為をなした取締役の行為
は︑﹁職務ヲ行フニ付キ﹂霜尾獣六︶なされた行為ではなくなり︑

それが業務執行でなくなる関係上︑他の当該行為を担当しない
取締役は︑監視義務違反が生じないとするのであろうか︒この
点︑・判旨の文言では不明である︒

なお︑本件において︑消費貸借契約に契．約旧名が明確にされ
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