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事実の概要

　電気機械器具製造業等を目的とする株式会社
Ｙ１（被告）は、指名委員会等設置会社であり、
その発行株式は東証一部及び名証一部に上場さ
れていた。Ｙ２（被告）は、平成 23 年 6 月 22 日
から平成 27 年 7 月 21 日までの間、Ｙ１社の代表
執行役の地位にあった者である。Ｘ（原告）は、
Ｙ１社の株式を流通市場において取得し、売却し
た者である。
　Ｙ１社は、関東財務局長に対し、平成 21 年か
ら平成 27 年 2 月までの間、有価証券報告書や四
半期報告書（以下「本件各有価証券報告書等」とい
う）を提出し、本件各有価証券報告書等は、各提
出日の頃、公衆の縦覧に供された。そうしたとこ
ろ、Ｙ１社は、平成 27 年 2 月 12 日、証券取引等
監視委員会から、平成 26 年法律第 44 号による
改正前の金融商品取引法（以下「金商法」という）
26条1項に基づく報告命令を受け、同年4月3日、
「特別調査委員会の設置に関するお知らせ」と題
する書面を開示した（以下「4月開示」という）。
　Ｙ１社は、平成 27 年 5 月 8 日、「第三者委員会
設置のお知らせ」と題する書面を開示した（以下
「5月 8日開示」という）。5月 8日開示では、①特
別調査委員会による調査の過程で、インフラ関連
の工事進行基準案件において、工事原価総額が過
少に見積もられ、工事損失が適時に計上されてい
ない等の事象が判明し、これ以外に更なる調査を
必要とする事項が判明しており、調査・原因究明

には時間を要する見込みであること、②第三者委
員会による調査を行う旨を決定したこと、③平
成 25 年度以前の過年度決算修正を行う可能性が
生じており、2014 年度（平成 26 年度）通期の業
績予定は未定とし、2015 年 3 月を基準日とする
剰余金の配当を 0円とすること等が開示された。
また、Ｙ１社は、同年 5月 13 日、「現時点で判明
している過年度修正額見込み及び第三者委員会設
置に関する補足説明」と題する書面を開示した（以
下「5月 13 日開示」という）。5 月 13 日開示にお
いては、①工事原価総額の過少見積りとそれに伴
う工事損失計上時期に関する過年度の要修正額と
して、2011 年度から 2013 年度までの累計の営
業損益ベースでマイナス 500 億円強を見込んで
いること、②特別調査委員会の調査の過程で、工
事進行基準案件以外でも更なる調査が必要な事項
が判明し、全社的網羅的調査が必要であり、それ
により更なる過年度決算修正が必要となるか否か
やその規模が不明である旨が開示された。
　Ｘは、平成 27 年 5 月 8 日のＹ１社の市場株価
の終値が 483.3 円であり、翌営業日である同月
11日の市場株価が急落して終値が403.3円となっ
たことを認識した。また、Ｘは、遅くとも同月
13 日には、4 月開示、5 月 8 日開示及び 5月 13
日開示の内容を認識していた。そして、Ｘは、同
月 14 日、5 月 13 日開示の内容を前提として、
Ｙ１社の株価が上昇することを期待して、Ｙ１社株
式 24 万株（以下「本件株式」という）を代金合計
1億 612 万 9660 円（1株当たり 441 円、手数料 26
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万 8204 円、消費税 2万 1456 円）で取得した。
　Ｙ１社は、平成 27 年 7 月 20 日、「第三者委員
会調査報告書の受領及び判明した過年度決算の修
正における今後の当社の対応についてのお知ら
せ」と題する書面を開示し、同月 21 日、上記調
査報告書を開示した（以下「7月開示」という）。7
月開示においては、第三者委員会から調査報告書
を受領したこと、第三者委員会委嘱事項に関する
要修正額がマイナス 1562 億円であることを明ら
かにした。Ｙ１社は、同年 9月 7日、過年度決算
の訂正報告書等を提出し、その修正内容の概要を
開示した（以下「9月開示」という）。
　Ｙ１社の株価は、平成 27 年 5 月 14 日の後一時
的に下落し、その後同年 6月 1日から同月 11 日
までの間は、Ｘの本件株式取得価格（441 円）よ
りも高値を付けることがあった。しかし、Ｘは、
この間、Ｙ１社の株価が更に上がることを期待し
て、本件株式を保有し続けた。その後、Ｙ１社の
市場株価が徐々に下落し、同年 9月 11 日頃には
320 円台を付けるに至ったことから、Ｘは、同日、
本件株式を代金合計 7671 万 3058 円（手数料及び
消費税控除後の金額）で売却した。
　Ｘは、Ｙ１社が提出した本件各有価証券報告書
等の重要な事項の虚偽記載による損害につき（責
任原因①）、Ｙ１社に対しては、金商法 21 条の 2
第 1項又は民法 709 条、Ｙ２に対しては、金商法
24 条の 4、22 条若しくは民法 709 条又は会社法
429 条 2項 1号ロ若しくは同条 1項に基づく損害
賠償請求を、不適切会計問題に関する過年度修正
見込み等の適時かつ正確な開示を怠ったことにつ
き（責任原因②）、Ｙ１社及びＹ２に対して民法 709
条に基づく損害賠償請求を求めて提訴した。

判決の要旨

　請求棄却。
　１　責任原因①について
　「……Ｙ１社は、4月開示、5月 8 日開示及び 5
月 13 日開示により、Ｙ１社が公衆の縦覧に供し
ている有価証券報告書等に虚偽記載等が存する可
能性のあることによる株価下落のリスクを、一般
投資家にあらかじめ警告していたものということ
ができる。」
　「……Ｘは、本件株式購入当時、1億円を超え
る投資用の資金を有し、ある程度株式投資の経験

を有していたものと推認される。そして、平成
27 年 5月 14 日の本件株式購入時点で、……特に、
一部インフラ関連の工事進行基準案件について、
2011 年度から 2013 年度までの累計の営業損益
ベースでマイナス 500 億円が見込まれること、
他方、第三者委員会で更なる調査を必要とする事
項があること、もっとも更なる過年度修正の要
否及びその規模は不明であることなどを認識し、
かつ、同年 5月 8日のＹ１社の市場株価の終値が
483.3 円であったのが、同月 11 日には同株価が
急激に下落しその終値が 403.3 円となったことを
認識していたことが認められる……。このような
状況で、Ｘは、Ｙ１社の株式 24 万株を、代金約 1
億 0613 万円を支払って購入したのである。」
　「このようなＸの本件株式購入当時の認識及び
取得態様を総合すると、Ｘは、本件株式の購入ま
でに、Ｙ１社から警告されていた株価下落のリス
ク、すなわち、Ｙ１社が公衆の縦覧に供していた
本件各有価証券報告書等について、工事進行基準
案件につき営業損益ベースでマイナス 500 億円
程度の影響のある虚偽記載等が存し、かつ、上記
案件以外においてもＹ１社において網羅的な調査
の必要な案件があり、これにより将来過年度修正
がされる可能性があること、及びこのような事情
により将来に株価が下落するリスクがあることを
認識し、かかるリスクを引受けて本件株式を購入
したものと認めることができる。したがって、本
件株式取得後の株価の下落が、Ｘ主張の虚偽記載
に起因して生じたものであったとしても、Ｘは、
かかるリスクを引き受けて本件株式を取得したと
いえるから、Ｘ主張の虚偽記載とＸに生じた損害
（本件損害）との間に相当因果関係があると認め
ることはできない。」

　２　責任原因②について
　「Ｘは、5月 13 日開示において、過年度決算に
おける損益額の要修正額の見込みがマイナス 500
億円という誤った内容の開示を行ったと主張す
る。
　しかし、マイナス 500 億円との要修正額は、
工事進行基準案件に係る要修正額の見込みとして
開示されたものであり、Ｙ１社の過年度決算の損
益修正額全体の金額の予測として開示されたもの
ではない。」
　「Ｘは、平成 27 年 5 月 13 日の時点において、
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特別調査委員会の調査により、工事進行基準案件
以外の案件における要修正額が、工事進行基準案
件における要修正額を大幅に超えるものであるこ
とをＹ１社において予測することができたにもか
かわらず、Ｙ１社は、5月 13 日開示において、工
事進行基準案件以外の案件については大きな修正
には至らないとの趣旨の誤った会社情報を開示し
たと主張する。
　しかし、5月 13 日開示の時点において、特別
調査委員会の調査により、工事進行基準案件以外
の案件において工事進行基準案件における要修
正額を大幅に超える過年度修正が生じることを、
Ｙ１社において開示できる程度にまで確実に予測
することができたことを認めるに足りる的確な証
拠はない。……5月 13 日開示は、工事進行基準
案件以外の案件については大きな修正には至らな
いとの印象を与えるものではなく、Ｙ１社におい
て、第三者委員会の調査を踏まえ更なる大きな過
年度修正の可能性があることを明らかにしている
ものと評価することができ、特に虚偽の情報を開
示したものとはいえない。」

判例の解説

　一　本判決の意義
　本判決は、わが国有数の株式会社が有価証券報
告書及び四半期報告書（以下、合わせて「有価証券
報告書等」という）に虚偽記載を行い、当該会社
が虚偽記載の一部の事実と他の調査が必要な事項
があることを公表した後に株式を取得した者が、
株価の下落によって損害が発生したとして、当該
会社と同社の代表執行役に対して、損害賠償請求
を求めた事案に関する判決である。本判決は、有
価証券報告書等の虚偽記載に基づく損害賠償請求
（責任原因①）について、虚偽記載と損害の相当因
果関係を否定し、過年度修正額見込み等につき、
適時かつ正確な開示を怠ったことに基づく損害賠
償請求（責任原因②）についても、注意義務違反
を否定している。本判決は、責任原因①について
は、そもそも、本件各有価証券報告書等の虚偽記
載について認定せず、因果関係を否定しているこ
とから、裁判所としては、Ｘの保護に否定的であ
ることが窺われる。有価証券報告書等の虚偽記載
の可能性が公表されていた場合に虚偽記載と損害
との相当因果関係を否定した裁判例としては、東

京高判平 29・9・25（金判 1530 号 12 頁）がある。
　本判決は、有価証券報告書等の虚偽記載による
株主の損害賠償請求につき、虚偽記載と損害の相
当因果関係が認められないとする事例を追加する
ものであり、学説上、議論があり、また、株式を
取得した時期によっては損害賠償請求が認められ
ないことを示しており、理論的にも実務的にも意
義が認められる。

　二　責任原因①について
　Ｘは、Ｙ１社が提出した本件各有価証券報告書
等の重要な事項について虚偽記載があったと主張
して、Ｙ１社に対しては金商法 21 条の 2 第 1 項
又は民法 709 条、Ｙ２に対して金商法 24 条の 4、
22 条、若しくは民法 709 条又は会社法 429 条 2
項 1 号ロ若しくは同条 1項に基づき損害賠償を
求めているが、Ｘ主張の虚偽記載と損害との間の
相当因果関係が否定されると、Ｘの請求はいずれ
も認められなくなる１）。そして、Ｘは、Ｙ１社によっ
て虚偽記載の一部の事実と調査が必要な事項があ
ることが公表された後の平成 27 年 5 月 14 日に
本件株式を取得しているため、責任原因①におい
ては虚偽記載と損害の相当因果関係が認められる
かが問題となっている。
　Ｙ１社は、5月 8 日開示にて、工事原価総額の
過少見積りとそれ以外にも調査が必要な事項があ
ることを開示し、その結果、Ｙ１社の株価の終値
は大幅に下落（483.3円→403.3円）している。また、
Ｙ１社は、5月 13 日開示にて、工事原価総額の過
少見積りによる過年度の要修正額として、2011
年度から 2013 年度までの累計の営業損益ベース
でマイナス 500 億円強を見込んでいること、工
事進行基準案件以外にも規模不明で調査が必要な
事項がある旨を開示している。これらの事実によ
り、Ｙ１社は、平成 27 年 5 月 13 日の時点で、本
件各有価証券報告書等には、工事進行基準案件
のみでマイナス 500 億円程度の虚偽記載があり、
かつ、それ以外にも、規模が不明な過年度修正が
必要となる可能性のある事項があることを明らか
にしており、今後も、Ｙ１社株式の株価下落のリ
スクがあることを警告していたといえる。
　そして、Ｘは、遅くとも同年 5月 13 日の時点
で、5月8日開示と5月13日開示の内容を認識し、
かつ、5月 8 日開示によるＹ１社株式の株価の大
幅な下落を認識していた。それにかかわらず、Ｘ
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は、同年 5月 14 日、1 億円を超える資金を投入
して本件株式を購入している。そうすると、Ｘは、
工事進行基準案件以外の事項の公表によるＹ１社
株式の株価下落のリスクがあることを認識しつ
つ、工事進行基準案件以外の事項による過年度修
正への影響が乏しく、Ｙ１社株式の株価が上昇す
ることを期待して、そのリスクを引き受けたとい
えよう。そうであれば、Ｘの損失は、Ｘの期待に
反して、引き受けていた株価下落リスクが現実化
したものであって、Ｘ自身が負担すべきであり、
Ｙ１社の虚偽記載とＸの損害との相当因果関係が
欠けるとした本判決の判断も妥当といえよう。
　これに対して、学説上は、虚偽記載を疑わせる
情報伝達後に取得した株式について発行会社の賠
償責任を否定すると、発行会社には、虚偽記載の
全容の解明にあえて時間をかけて、情報を小出し
することによって賠償額を低く抑えるインセン
ティブが生じるため２）、因果関係ではなく危険へ
の接近の法理や過失相殺の段階で考慮すべきとの
見解がある３）。もっとも、発行会社が虚偽記載に
関する情報開示に際して、意図的に開示する情報
を操作し、それによって株主に損害が発生したの
であれば、それ自体について不法行為責任を課す
ことで抑止することも考えられる４）。また、虚偽
記載に関する適時開示の内容や取得者の認識・態
様も様々であろうが、責任成立の因果関係につい
ての有無で判断するという本判決の手法でも、事
案に即した解決ができるように思われる。
　前掲東京高判平 29・9・25 においては、虚偽
記載の可能性を認識していた者については、有価
証券報告書等を信頼せず投資判断を行っているこ
とが明らかであるとして、金商法 21 条の 2第 1
項ただし書を準用ないし類推適用して損害賠償責
任を否定している。もっとも、金商法 21 条の 2
第 1項は、投資家が有価証券報告書等を信頼して
いたことを要件としておらず、請求者の立証の負
担を軽減し、虚偽記載等の抑止効果を高めること
を目的としており、信頼への保護それ自体を目的
としていないことからすると、信頼していなかっ
たことを理由として、同条ただし書を準用ないし
類推適用をすることは認められないであろう５）。
　よって、Ｘの請求を否定する理由としては、相
当因果関係を否定するのが妥当であろう。

　三　責任原因②について

　Ｘは、Ｙ１社とＹ２対して、本件過年度修正にお
ける修正額は、実際にはマイナス2248億円であっ
たにもかかわらず、5月 13 日開示では、過年度
修正見込額はマイナス 500 億円に過ぎなかった
こと、5月 13 日時点でも、工事進行基準案件以
外についても過年度修正の必要性が高いことを開
示すべきであったことに注意義務違反があったと
して、民法709条に基づく損害賠償を求めている。
　まず、5月 13 日開示では工事進行基準案件に
ついて要修正見込額がマイナス 500 億円である
としているにすぎず、その他の案件を含めて要修
正見込額がマイナス 500 億であるとはしていな
い。次に、5月 13 日開示の時点で、Ｙ１社が工事
進行基準案件以外についてどの程度の過年度修正
が生じるか開示できる程度まで予測することがで
きたとの事実認定はされていない。
　よって、責任原因②について注意義務違反を否
定した本判決は支持できよう。

●――注
１）Ｘは、工事進行基準案件について営業損益ベースでマ
イナス 500 億円強の過年度の要修正額があること及びそ
の他にも規模不明の過年度の要修正が必要となる可能性
がある事項があることの開示後に株式を取得しているこ
とから、金商法21条の2第2項（現行法21条の2第3項）
の損害の推定規定を利用できなかったものと思われる。
前掲東京高判平 29・9・25 の判示内容より、不適切な会
計処理が行われた疑いが生じたことの開示をもって「公
表」に該当する場合もあることを指摘する見解として、
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３）温笑侗「判批」ジュリ 1532 号（2019 年）97 頁。発行
会社自身による公表ではなく、虚偽記載を疑わせる報道
がされた後に株式を取得した者による損害賠償請求につ
き、因果関係を否定すべきではないとの有力説もある（黒
沼悦郎「虚偽記載に基づく民事責任の解釈上の諸問題」
岸田雅雄先生古稀記念『現代商事法の諸問題』（成文堂、
2016 年）365 頁）。

４）温・前掲注３）97 頁。
５）温・前掲注３）97 頁。


