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（浦和地判平成12・５・29金判1113号42頁） 253

〔３－18〕 銀行の融資拒絶による使用者責任が肯定された事例（東京地

判平成13・７・19判時1780号116頁） 257

〔３－19〕 銀行の融資に係る不動産取引に関する説明義務違反による不

法行為責任が否定された事例（最二小判平成15・11・７判時

1845号58頁、判タ1140号82頁、金法1703号48頁、金判1189号４頁） 260

〔３－20〕 銀行のゴルフ会員権の購入代金の融資につき詐欺等が否定さ

れた事例（東京地判平成16・２・27金判1222号44頁） 264

〔３－21〕 前記〔３―20〕の控訴審判決であり、銀行のゴルフ会員権の

購入代金の融資につき不法行為責任が肯定された事例（東京

高判平成16・８・９金判1222号37頁） 266

〔３－22〕 銀行の税制の法改正に関する説明義務違反による不法行為責

任が肯定された事例（東京高判平成17・３・31判タ1186号97頁、

金判1216号６頁） 269

〔３－23〕 銀行の融資に係る不動産売却による返済の可能性に関する調

査・説明義務違反の可能性が肯定された事例（最一小判平成

18・６・12判時1941号94頁、判タ1218号215頁、金法1790号57頁、

金判1245号16頁） 274

〔３－24〕 銀行のゴルフ会員権購入のための融資につき断定的判断の提

供、説明義務違反による不法行為責任が否定された事例（東

京地判平成19・１・18判時1979号85頁） 277

〔３－25〕 前記〔３―23〕の差戻控訴審判決であり、銀行の融資に係る

不動産売却による返済の可能性に関する説明義務違反が肯定
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された事例（大阪高判平成19・９・27金判1283号42頁） 280

〔３－26〕 銀行のゴルフ会員権購入のための融資につき断定的判断の提

供、説明義務違反等による不法行為が否定された事例（東京

地判平成20・４・９判タ1299号227頁） 284

〔３－27〕 信用金庫の融資拒絶につき契約締結上の過失が否定された事

例（前橋地判平成24・４・25金判1404号48頁） 287

〔３－28〕 前記〔３―27〕の控訴審判決であり、信用金庫の融資拒絶に

つき信義則上の注意義務違反が否定された事例（東京高判平

成24・９・27金判1404号42頁） 290

第４章

銀行等の取引と一般法理をめぐる裁判例

銀行等の取引と一般法理の適用 294

銀行等の取引の実態 295

裁判例の紹介 296

〔４－１〕 銀行の貸金返還請求につき貸し手責任を理由とする権利の濫

用が否定された事例（札幌地判平成９･５･26判タ961号185頁) 296

〔４－２〕 農協の名義貸人に対する貸金返還請求につき信義則違反、権

利の濫用が肯定された事例（仙台高判平成９・12・12判時1656

号95頁、判タ997号209頁） 298

〔４－３〕 銀行の根抵当権設定契約につき意思能力欠如による無効が認

められた事例（東京地判平成10・７・30金法1539号79頁） 301

〔４－４〕 銀行の割引債の担保による継続的で多額の融資につき信義則

違反、不法行為責任が否定された事例（大阪地判平成11・
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３・４判時1705号100頁、判タ1025号209頁） 302

〔４－５〕 銀行の貸金返還請求につき物的有限責任の抗弁が排斥された

事例（東京地判平成12・４・28金判1103号32頁） 306

〔４－６〕 銀行の従業員による高齢の顧客の預金の無断払戻しにつき銀

行の使用者責任、不法行為責任が肯定された事例（東京地判

平成13・７・12判時1766号55頁） 307

〔４－７〕 銀行の外国人による住宅ローンの申込み拒絶につき不法行為

責任が否定された事例（東京地判平成13・11・12判時1789号96

頁、判タ1087号109頁、金判1134号40頁） 311

〔４－８〕 銀行のカードローンにつき貸し手責任、説明義務違反、権利

の濫用が否定された事例（東京地判平成14・９・６金法1682号

174頁） 316

〔４－９〕 銀行等の違法な取引を行う業者に関する調査義務違反による

不法行為責任が否定された事例（大阪地判平成16・１・19判時

1847号44頁） 318

〔４－10〕 信用金庫の預金者本人の確認義務違反による不法行為責任が

肯定された事例（甲府地判平成18・２・28金法1776号36頁） 321

〔４－11〕 銀行の警察の要請による預金凍結につき不法行為責任が否定

された事例（東京地判平成19・２・14金法1806号58頁） 326

〔４－12〕 銀行の警察の要請による預金凍結につき不法行為責任が否定

された事例 (東京地判平成20・11・12判時2040号51頁、判タ1305

号117頁） 328
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第５章

銀行等の投資取引をめぐる裁判例

投資の時代と投資取引 334

投資取引の変貌 335

投資取引をめぐる訴訟の実情 336

投資取引における紛争の不可避性 338

投資取引のリスクへの対応 340

裁判例の紹介 342

〔５－１〕 銀行のインパクト・ローン融資の勧誘につき説明義務違反が

肯定された事例（大阪地判昭和62・１・29判時1238号105頁、判

タ630号156頁、金法1149号44頁、金判765号19頁） 343

〔５－２〕 銀行の外国為替先物取引の勧誘につき不法行為責任、債務不

履行が否定された事例（東京地判平成２・10・９金法1271号46

頁） 345

〔５－３〕 銀行のインパクト・ローンの勧誘につき不法行為責任が否定

された事例（東京地判平成４・６・26判時1469号113頁、金法

1333号43頁、金判903号18頁） 347

〔５－４〕 前記〔５―３〕の控訴審判決であり、銀行のインパクト・ロ

ーンの勧誘につき不法行為責任が否定された事例（東京高判

平成４・12・21金法1362号39頁） 350
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〔５－５〕 外国銀行の節税対策の助言を受けて外国証券を購入したこと

につき説明義務が否定された事例（東京地判平成７・10・16判

タ912号209頁） 351

〔５－６〕 銀行の顧客との外国為替等のスワップ取引につき顧客の銀行

に対する損害賠償責任が否定された事例（東京地判平成７・

11・６金法1455号49頁、金判1032号35頁） 354

〔５－７〕 銀行の金利スワップ取引につき説明義務違反による不法行為

責任が否定された事例（仙台地判平成７･11･28金法1444号64頁) 356

〔５－８〕 前記〔５―７〕の控訴審判決であり、銀行の説明義務違反、

アフターケア義務違反による不法行為責任が否定された事例

（仙台高判平成９・２・28金法1481号57頁、金判1021号20頁） 359

〔５－９〕 銀行の融資の利息に関する外国為替先物取引につき利息制限

法違反が否定された事例（東京地判平成９・４・２判タ966号

235頁） 361

〔５－10〕 前記〔５―６〕の控訴審判決であり、銀行の顧客との外国為

替等のスワップ取引につき、顧客の銀行に対する損害賠償責

任が肯定された事例（東京高判平成９・５・28判タ982号166頁、

金法1499号32頁、金判1032号28頁） 364

〔５－11〕 銀行の通貨スワップ取引の説明義務違反等が否定された事例

（東京地判平成９・10・31判時1650号103頁、金法1515号49頁） 366

〔５－12〕 銀行の通貨スワップ取引につき公序良俗違反、錯誤、説明義

務違反が否定された事例（東京地判平成10・７・17判時1666号

76頁、判タ997号235頁） 369

〔５－13〕 信託銀行の金銭信託の勧誘につき誤信を与えない注意義務違

反が否定された事例（東京地判平成11･３･29金法1565号92頁) 372

〔５－14〕 銀行のオプション取引、インパクト・ローン取引につき説明

義務違反等による不法行為責任が否定された事例（東京地判

平成11・５・31判タ1017号173頁） 374

〔５－15〕 銀行の外国為替を利用する融資等につき説明義務違反が肯定
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された事例（東京地判平成13・２・７判時1757号104頁、判タ

1099号233頁、金判1110号11頁） 379

〔５－16〕 信託銀行の不動産投資取引の勧誘につき説明義務違反による

不法行為責任が肯定された事例（東京地判平成14・１・30金法

1663号89頁） 383

〔５－17〕 信託銀行の不動産小口化商品の販売につき説明義務違反が肯

定・否定され、平等義務違反が肯定された事例（東京地判平

成14・７・26判タ1212号145頁） 386

〔５－18〕 信託銀行の不動産小口化商品の信託につき説明義務違反等が

否定された事例（東京地判平成16・８・27判時1890号64頁） 393

〔５－19〕 銀行の不動産小口化商品の販売の勧誘につき適合性の原則違

反、説明義務違反が否定された事例（東京地判平成16・11・

２判時1896号119頁） 399

〔５－20〕 信託銀行の不動産小口化商品の販売につき断定的判断の提

供、管理義務違反、公平義務違反、善管注意義務違反等が否

定された事例（大阪地判平成17・７・21判時1912号75頁、判タ

1192号265頁） 402

〔５－21〕 銀行の金利スワップ取引につき優越的地位の濫用、公序良俗

違反が否定された事例（東京地判平成18・８・２金法1795号60

頁） 404

〔５－22〕 銀行の金利スワップ取引につき説明義務違反が否定された事

例（福岡地大牟田支判平成20・６・24判タ1364号170頁、金判

1369号38頁） 406

〔５－23〕 銀行の投資信託の勧誘につき適合性の原則違反、説明義務違

反が肯定された事例（大阪地判平成22・８・26判時2106号69頁、

判タ1345号181頁、金法1907号101頁、金判1350号14頁） 408

〔５－24〕 銀行の債券取引の勧誘につき適合性原則違反、説明義務違反

が肯定された事例（東京地判平成22・９・30金法1939号114頁、

金判1369号44頁） 413
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〔５－25〕 前記〔５―22〕の控訴審判決であり、銀行の金利スワップ取

引につき説明義務違反等による不法行為が肯定された事例

（福岡高判平成23・４・27判時2136号58頁、判タ1364号158頁、金

判1369号25頁） 417

〔５－26〕 信託銀行の投資信託の勧誘につき適合性の原則違反、説明義

務違反が否定された事例（広島地判平成23・７・14金法1970号

136頁、金判1398号43頁） 420

〔５－27〕 前記〔５―24〕の控訴審判決であり、銀行の債券取引の勧誘

につき適合性の原則違反、説明義務違反が否定された事例

（東京高判平成23・11・９判時2136号38頁、判タ1368号171頁、金

法1939号106頁、金判1383号34頁） 422

〔５－28〕 前記〔５―26〕の控訴審判決であり、信託銀行の投資信託の

勧誘につき適合性の原則違反、説明義務違反が否定された事

例（広島高判平成24・６・14判タ1387号230頁、金法1970号126

頁、金判1398号32頁） 425

〔５－29〕 信託銀行の年金信託の運用につき合同運用義務違反、アセッ

トミックスに関する指示違反が肯定された事例（神戸地判平

成15・３・12判時1818号149頁、判タ1218号244頁、金判1167号20

頁） 427

〔５－30〕 前記〔５―29〕の控訴審判決であり、合同運用義務違反、ア

セットミックスに関する指示違反を否定した事例（大阪高判

平成17・３・30判時1901号48頁、金判1215号12頁） 430

〔５－31〕 信託銀行の年金事務信託につき助言義務違反、善管注意義務

違反が否定された事例（大阪地判平成18・１・19判時1939号72

頁） 433
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第６章

銀行等の変額保険取引をめぐる裁判例

変額保険取引をめぐる紛争 436

変額保険取引と銀行等の法的責任の根拠 438

裁判例の諸相 439

高齢者と変額保険取引 440

裁判例の動向と背景事情 441

裁判例の紹介 443

〔６－１〕 銀行の変額保険に係る融資につき詐欺、錯誤、公序良俗違反

が否定された事例（東京地判平成５・２・10判タ816号214頁、

金法1356号46頁） 443

〔６－２〕 変額保険契約の解約返戻金につき銀行の債権者代位が肯定さ

れた事例（東京地判平成６・２・28判時1521号82頁、判タ856号

223頁、金法1395号56頁、金判973号34頁） 445

〔６－３〕 銀行の変額保険に係る融資につき錯誤、公序良俗違反等が否

定された事例（東京地判平成６・３・15判タ854号78頁、金法

1383号42頁） 447

〔６－４〕 銀行の変額保険に係る融資につき錯誤が否定された事例（東

京地判平成７・２・20金法1417号61頁） 448

〔６－５〕 銀行の変額保険に係る融資につき説明義務が否定された事例
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（東京地判平成７・３・24判時1559号70頁、判タ894号207頁、金

法1430号72頁） 450

〔６－６〕 銀行の変額保険に係る融資につき説明義務違反が否定された

事例（東京地判平成７･３･24判時1579号89頁、判タ894号202頁) 452

〔６－７〕 銀行の変額保険に係る融資につき説明義務違反が肯定された

事例（大阪地堺支判平成７・９・８判時1559号77頁、金法1432号

35頁、金判978号35頁） 455

〔６－８〕 銀行の変額保険に係る融資につき説明義務違反等が否定され

た事例（東京地判平成７・９・25判時1572号62頁、判タ925号233

頁） 458

〔６－９〕 前記〔６―６〕の控訴審判決であり、銀行の変額保険に係る

融資につき説明義務違反が否定された事例（東京高判平成

７・10・25判時1579号86頁） 462

〔６－10〕 銀行の変額保険に係る融資につき説明義務違反、適合性の原

則違反、断定的判断の提供等が否定された事例（東京地判平

成７・12・13判タ921号259頁） 463

〔６－11〕 前記〔６―５〕の控訴審判決であり、銀行の変額保険に係る

融資につき説明義務が否定された事例（東京高判平成８・

１・30判時1580号111頁、判タ921号247頁、金法1469号52頁、金

判995号21頁） 466

〔６－12〕 銀行の変額保険に係る融資につき錯誤、説明義務違反が否定

された事例（東京地判平成８・３・25判時1572号75頁、判タ920

号208頁） 468

〔６－13〕 銀行の変額保険取引の関与につき不法行為が否定された事例

（東京地判平成８・３・26判時1576号77頁、判タ922号236頁） 470

〔６－14〕 銀行の変額保険取引の説明、勧誘につき不法行為責任が肯定

された事例（富山地判平成８・６・19判時1576号87頁、金法

1465号110頁） 473

〔６－15〕 銀行の変額保険、相続税対策に係る説明義務が否定された事
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例（東京地判平成８・７・10判時1576号95頁、判タ939号188頁） 475

〔６－16〕 銀行の変額保険に係る融資につき錯誤が肯定された事例（東

京地判平成８・７・30判時1576号103頁、判タ924号193頁、金法

1465号90頁、金判1001号13頁） 478

〔６－17〕 銀行の変額保険の勧誘につき不法行為責任が肯定された事例

（横浜地判平成８・９・４判時1587号91頁、判タ922号160頁、金

法1465号56頁、金判1007号31頁） 482

〔６－18〕 前記〔６―11〕の上告審判決であり、銀行の説明義務が否定

された事例（最二小判平成８・10・28金法1469号51頁） 487

〔６－19〕 銀行の変額保険に係る融資につき錯誤が肯定された事例（東

京地判平成９・６・９判時1635号95頁、判タ972号236頁、金法

1489号32頁、金判1038号38頁） 488

〔６－20〕 銀行の変額保険取引の関与につき不法行為責任が否定された

事例（東京地判平成10・５・15判時1651号97頁、判タ1015号185

頁金法1543号69頁） 491

〔６－21〕 銀行の変額保険に係る融資につき説明義務違反が否定された

事例（東京地判平成11・３・30判時1700号50頁） 494

〔６－22〕 前記〔６―13〕の控訴審判決であり、銀行の変額保険に係る

融資につき説明義務違反が否定された事例（東京高判平成

12・９・11判時1724号48頁、判タ1049号265頁） 499

〔６－23〕 銀行の変額保険等の勧誘につき説明義務違反等が否定された

事例（東京地判平成14・２・27金判1197号55頁） 504

〔６－24〕 銀行の変額保険の勧誘につき不法行為責任が肯定された事例

（東京高判平成14・４・23判時1784号76頁、金判1142号７頁） 507

〔６－25〕 銀行の変額保険の勧誘につき使用者責任が肯定された事例

（消滅時効が肯定された事例）（東京高判平成15・12・10判時1863

号41頁） 512

〔６－26〕 前記〔６―23〕の控訴審判決であり、銀行の変額保険等の勧

誘につき契約の錯誤、不法行為が肯定された事例（東京高判
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平成16・２・25金判1197号45頁） 516

〔６－27〕 銀行の変額保険に係る融資につき錯誤が肯定された事例（横

浜地判平成16・６・25金判1197号14頁） 518

〔６－28〕 銀行の変額保険の勧誘につき説明義務違反が肯定された事例

（東京地判平成17・10・31判時1954号84頁、金判1229号12頁） 522

第７章

銀行等の付随業務をめぐる裁判例

銀行等の付随業務の位置付け 528

付随業務と保有資源の活用 528

付随業務の違法性の意義 530

裁判例の紹介 530

〔７－１〕 信託銀行の守秘義務違反、プライバシー侵害による不法行為

責任が否定された事例（東京地判平成３・３・28判時1382号98

頁、判タ766号232頁、金法1295号68頁、金判880号31頁） 531

〔７－２〕 前記〔７―１〕の控訴審判決であり、信託銀行の守秘義務違

反、プライバシーの侵害による不法行為責任が否定された事

例（東京高判平成４・２・３金法1347号27頁、金判910号20頁） 535

〔７－３〕 信託銀行の不動産小口化商品の取引につき賃貸人の地位の承

継、保証金の返還義務の承継が認められた事例（東京地判平

成５･５･13判時1475号95頁、金法1367号139頁、金判924号17頁) 536

〔７－４〕 信用組合の守秘義務違反による不法行為責任が否定された事

例（大阪地判平成５・11・26金判966号28頁） 539
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〔７－５〕 信託銀行の不動産運用協定の解約につき債務不履行責任が否

定された事例（東京地判平成６・４・21金法1401号33頁） 541

〔７－６〕 銀行の債務者に関する融資残高証明書の発行、交付による不

法行為責任が否定された事例（東京地判平成６・７・19金法

1430号82頁） 545

〔７－７〕 銀行の不動産業者との提携による不動産売却につき不法行為

責任が肯定された事例（名古屋地判平成６・９・26判時1523号

114頁、判タ881号196頁、金法1403号30頁） 547

〔７－８〕 前記〔７―４〕の控訴審判決であり、信用組合の守秘義務違

反が否定されたものの、約定違反の債務不履行責任が肯定さ

れた事例（大阪高判平成６・12・21金判966号24頁） 550

〔７－９〕 前記〔７―３〕の控訴審判決であり、信託銀行の不動産小口

化商品の取引につき賃貸人の地位の承継、保証金の返還義務

の承継が認められた事例（東京高判平成７・４・27金法1434号

43頁） 552

〔７－10〕 銀行の融資先の仲介につき不法行為責任が否定された事例

（東京高判平成７・７・19金法1462号75頁） 555

〔７－11〕 銀行の欠陥のあるマンションの売買の紹介につき支店長の不

法行為責任、銀行の使用者責任が肯定された事例（東京地判

平成10・５・13判時1666号85頁、判タ974号268頁、金法1525号59

頁、金判1046号５頁） 558

〔７－12〕 銀行の関連会社に関する念書の発行につき保証が否定された

事例（東京地判平成11･１･22判時1687号98頁、金判1078号44頁) 564

〔７－13〕 前記〔７―９〕の上告審判決であり、信託銀行の不動産小口

化商品の取引につき賃貸人の地位の承継、保証金の返還義務

の承継が認められた事例（最一小判平成11・３・25判時1674号

61頁、判タ1001号77頁、金法1553号43頁、金判1069号10頁） 566

〔７－14〕 銀行の関連会社に関する念書の発行につき損害担保契約の成

立が否定された事例（東京地判平成11・６・28判時1703号150
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頁、金判1083号49頁） 568

〔７－15〕 信用組合の残高証明書の発行、交付につき不法行為が肯定さ

れた事例（大阪高判平成12・６・８判時1742号114頁、判タ1040

号271頁、金法1589号50頁） 570

〔７－16〕 銀行の会社合併に係る株式譲渡の斡旋等の義務違反が認めら

れた事例（大阪地判平成12・12・21判時1774号75頁、判タ1072

号159頁、金判1115号22頁） 575

〔７－17〕 前記〔７―16〕の控訴審判決であり、銀行の株式譲渡斡旋義

務違反が否定された事例（大阪高判平成14・３・５金判1145号

16頁） 579

〔７－18〕 銀行の増資募集につき説明義務違反が肯定された事例（静岡

地判平成15・11・26金判1187号50頁） 582

〔７－19〕 信用組合の出資募集につき不法行為責任が肯定された事例

（東京地判平成16・７・２判時1868号75頁） 584

〔７－20〕 銀行の個人信用情報の登録につき不法行為責任等が否定され

た事例（大阪高判平成17・２・３金判1221号51頁） 588

〔７－21〕 信用金庫の会員の信用情報につき適正管理義務（守秘義務）

違反が肯定された事例（横浜地判平成19・１・26判時1970号75

頁） 590

〔７－22〕 前記〔７―21〕の控訴審判決であり、信用金庫の会員の信用

情報につき適正管理義務違反が肯定された事例（東京高判平

成19・６・６判タ1255号271頁） 593

〔７－23〕 信託銀行の賃貸施設である複合施設のテナントに対する収支

予測に重大な影響を与える事実の説明・告知義務違反が肯定

された事例（大阪地判平成20・３・18判時2015号73頁） 594

〔７－24〕 銀行の支援要請に係る取引先の経営状態に関する情報提供義

務、説明義務が否定された事例（東京地判平成22・５・25判時

2086号65頁） 598

〔７－25〕 銀行の法律に基づく貯金口座の取引停止措置につき不法行為
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が否定された事例（東京地判平成23・６・１判タ1375号158頁） 601

〔７－26〕 銀行のATM 相互利用に関する契約解約につき不法行為責

任等が否定された事例（東京地判平成23・７・28判時2143号

128頁、判タ1383号284頁、金法1928号122頁、金判1373号25頁） 604

〔７－27〕 銀行の法律に基づく預金口座の取引停止措置につき適法であ

るとされた事例（東京地判平成24・10・５判タ1389号208頁、金

法1971号124頁、金判1403号124頁） 609

第８章

銀行等の役員の損害賠償責任をめぐる裁判例

銀行等の役員の責任 614

裁判例の紹介 615

〔８―１〕 農業協同組合の理事が業務の一切を参事、専務理事に一任し

ていたことにつき理事らの監視義務違反が肯定された事例

（仙台高判昭和53･４･21高民集31巻３号467頁、金判584号32頁） 615

〔８―２〕 信用組合の理事長が借主の返済能力を十分に調査せず、貸付

を行ったことにつき理事長の任務懈怠が肯定された事例（東

京地判昭和60・８・30判時1198号120頁、金法1137号34頁、金判

745号16頁） 616

〔８―３〕 銀行が融資を実行し、融資先が倒産し、融資債権の一部が回

収不能となったことにつき取締役らの注意義務違反が否定さ

れた事例（名古屋地判平成９・１・20判時1600号144頁、判タ

946号108頁、金法1475号114頁、金判1012号14頁） 617

〔８―４〕 銀行が融資を実行し、融資先が倒産し、融資債権が回収不能

となったことにつき取締役らの善管注意義務違反、忠実義務
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違反が否定された事例（松山地判平成11・４・28判タ1046号

232頁） 617

〔８―５〕 協同組合が準組合員に最高限度額を超えて融資を繰り返し、

融資債権が回収不能となったことにつき理事ら、監事らの忠

実義務違反、監督義務違反が肯定された事例（札幌地浦河支

判平成11・８・27判タ1039号243頁） 618

〔８―６〕 信用組合が無担保で多額の融資をし、融資先が倒産し、融資

債権が回収不能となったことにつき理事らの善管注意義務違

反が肯定された事例（大阪地判平成12・５・24判時1734号127

頁、金判1097号21頁） 618

〔８―７〕 信用組合が融資をし、融資先が倒産し、融資債権が回収不能

となったことにつき理事らの善管注意義務違反が肯定された

事例（大阪地判平成12・９・８判時1756号151頁） 619

〔８―８〕 信用組合が債務超過の状況にあった会社に融資をし、融資債

権が回収不能となったことにつき理事らの善管注意義務違反

が肯定された事例（大阪地判平成13･３･30判タ1072号242頁） 619

〔８―９〕 信用組合が融資をし、融資債権の回収が困難となったことに

つき理事らの善管注意義務違反が肯定された事例（大阪地判

平成13・５・28判時1768号121頁、判タ1088号246頁、金判1125号

30頁） 620

〔８―10〕 信用組合が融資をし、融資先の担保不足等により融資債権が

回収不能となったことにつき理事らの忠実義務違反が肯定さ

れた事例 (東京地判平成13・５・31民集57巻６号655頁、判時1759

号131頁） 620

〔８―11〕 信用組合が融資をし、融資先が経営破綻し、融資債権が回収

不能となったことにつき理事長の職務を誠実に遂行すべき義

務、忠実義務違反が肯定された事例（津地判平成13・10・３

判時1781号156頁、判タ1207号255頁） 621

〔８―12〕 銀行が融資をし、融資債権の回収が困難となったことにつき
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取締役の善管注意義務違反、忠実義務違反が肯定された事例

（大阪地判平成14・３・27判タ1119号194頁） 621

〔８―13〕 前記〔８―９〕の控訴審判決であり、理事らの善管注意義務

違反が肯定された事例（大阪高判平成14・３・29金判1143号16

頁） 622

〔８―14〕 銀行が融資をし、融資先が倒産し、融資債権が回収不能とな

ったことにつき取締役の善管注意義務違反が肯定された事例

（東京地判平成14・４・25判時1793号140頁、判タ1098号84頁） 622

〔８―15〕 銀行が融資をし、融資債権が回収不能となったことにつき取

締役らの善管注意義務違反が否定された事例（東京地判平成

14･７･18判時1794号131頁、判タ1105号194頁、金判1155号27頁) 623

〔８―16〕 銀行が追加融資をし、融資債権が回収不能となったことにつ

き取締役らの善管注意義務違反が肯定された事例（札幌地判

平成14・７・25判タ1131号232頁） 623

〔８―17〕 銀行が融資し、融資先が経営破綻し、融資債権が回収不能と

なったことにつき取締役らの善管注意義務違反が肯定された

事例（札幌地判平成14・９・３判時1801号119頁、判タ1133号194

頁） 624

〔８―18〕 銀行が融資をし、融資先が倒産し、融資債権の回収が困難と

なったことにつき取締役らの善管注意義務違反、忠実義務違

反が肯定された事例（大阪地判平成14・10・16判タ1134号248

頁） 624

〔８―19〕 信用組合が担保不適格であるにもかかわらず融資を実行し、

融資債権が回収不能になったことにつき理事長の任務懈怠が

肯定された事例（大阪地判平成14・10・30判タ1163号304頁) 625

〔８―20〕 銀行が実質無審査、無担保等で融資を実行し、融資債権が回

収不能となったことにつき取締役らの善管注意義務違反が肯

定された事例（東京地判平成14・10・31判時1810号110頁、判タ

1115号211頁） 625
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〔８―21〕 銀行が融資をし、融資債権が回収不能となったことにつき取

締役の善管注意義務違反、忠実義務違反が否定された事例

（水戸地下妻支判平成15・２・５判時1816号141頁） 626

〔８―22〕 銀行が融資をし、融資先が経営破綻し、融資債権が回収不能

となったことにつき取締役らの善管注意義務違反、忠実義務

違反が否定された事例（札幌地判平成15・９・16判時1842号

130頁） 626

〔８―23〕 子会社の銀行の取締役らに不祥事があり、親会社の取締役が

株主代表訴訟を提起しなかったことにつき取締役ら、監査役

らの任務懈怠が否定された事例（大阪地判平成15・９・24判時

1848号134頁、判タ1144号252頁、金判1177号31頁） 627

〔８―24〕 銀行が融資をし、融資債権が回収不能となったことにつき取

締役らの善管注意義務違反が肯定された事例（東京地判平成

16・３・25判時1851号21頁、判タ1149号120頁） 628

〔８―25〕 銀行がゴルフ場開発のために融資をしたが、計画が頓挫し、

融資債権が回収不能となったことにつき取締役らの善管注意

義務違反が肯定された事例（東京地判平成16・３・26判時1863

号128頁） 628

〔８―26〕 銀行が融資をし、融資債権が回収不能となったことにつき取

締役らの善管注意義務違反が肯定された事例（札幌地判平成

16・３・26判タ1158号196頁） 629

〔８―27〕 銀行が融資をし、融資債権が回収不能となったことにつき取

締役らの善管注意義務違反が肯定された事例（東京地判平成

16・５・25判タ1177号267頁、金判1195号37頁） 629

〔８―28〕 信用組合の出資募集につき、信用組合、理事長の不法行為責

任が肯定された事例（東京地判平成16･７･２判時1868号75頁) 630

〔８―29〕 銀行が融資をし、融資債権が回収不能となったことにつき取

締役らの善管注意義務違反、忠実義務違反が肯定された事例

（大阪地判平成16・７・28判タ1167号208頁） 630
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〔８―30〕 銀行が融資先が大幅な債務超過の状況で追加融資を実行し、

融資先が倒産し、融資債権が回収不能となったことにつき取

締役らの善管注意義務違反が肯定された事例（札幌高判平成

17・３・25判タ1261号258頁） 631

〔８―31〕 銀行が中間配当、決算配当を実施したことにつき取締役らの

違法配当が否定された事例（東京地判平成17・５・19判時1900

号３頁、判タ1183号129頁） 632

〔８―32〕 前記〔８―17〕の控訴審判決であり、取締役らの善管注意義

務違反が肯定された事例（札幌高判平成18・３・２判タ1257号

239頁） 632

〔８―33〕 前記〔８―22〕の控訴審判決であり、取締役らの善管注意義

務違反が肯定された事例（札幌高判平成18・３・２判時1946号

128頁） 633

〔８―34〕 信用組合が融資をし、融資先が手形不渡りを出し、融資債権

が回収不能となったことにつき理事の善管注意義務違反、忠

実義務違反が肯定された事例（東京地判平成18・７・６判時

1949号154頁、判タ1235号286頁、金法1811号68頁） 633

〔８―35〕 前記〔８―31〕の控訴審判決であり、取締役らの違法配当が

否定された事例（東京高判平成18・11・29判タ1275号245頁) 633

〔８―36〕 信用組合が融資をし、融資債権が回収不能となったことにつ

き常務理事の善管注意義務違反、忠実義務違反が肯定された

事例（東京地判平成18・12・21判時1959号152頁、判タ1246号288

頁） 634

〔８―37〕 農業協同組合が融資をし、融資債権が回収不能となったこと

につき理事らの善管注意義務違反、忠実義務違反が肯定され

た事例（盛岡地判平成19・７・27判タ1294号264頁、金判1276号

37頁） 634

〔８―38〕 前記〔８-16〕の上告審判決であり、銀行が追加融資をし、

融資債権が回収不能となったことにつき取締役らの善管注意
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義務違反、忠実義務違反が肯定された事例（最二小判平成

20・１・28判時1997号143頁、判タ1262号63頁、金法1838号48頁、

金判1291号32頁） 635

〔８―39〕 前記〔８―30〕の上告審判決であり、取締役らの忠実義務違

反、善管注意義務違反が肯定された事例（最二小判平成20・

１・28判時1997号148頁、判タ1262号69頁、金法1838号55頁、金

判1291号38頁） 635

〔８―40〕 前記〔８―32〕の上告審判決であり、債権の消滅時効に民法

167条を適用した事例（最二小判平成20・１・28民集62巻１号

128頁、判時1995号151頁、判タ1262号56頁、金法1838号46頁、金

判1291号24頁） 636

〔８―41〕 銀行が融資先の経営破綻、倒産の可能性が高い状況で追加融

資をし、融資債権の回収が困難となったことにつき取締役ら

の善管注意義務違反が肯定された事例（最二小判平成21・

11・27判時2063号138頁、判タ1313号119頁、金法1891号52頁、金

判1335号20頁） 636

〔８―42〕 信用金庫が融資をし、融資債権の回収不能となったことにつ

き経営判断の範囲を超えるものであるとして理事らの善管注

意義務違反が肯定された事例（宮崎地判平成23・３・４判時

2115号118頁） 637

〔８―43〕 銀行が融資先に追加融資をし、融資債権の回収が困難となっ

たことにつき取締役らの善管注意義務違反が肯定された事例

（前橋地判平成23・７・20判時2127号105頁） 637

・判例索引（年月日順） 639

・著者紹介 652
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