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１.  はじめに
　日本の企業は、企業統治及び経営戦略上、
企業再編を重要視するようになり、企業再
編（Ｍ＆Ａ）件数は高い水準にある。企業
再編法制の整備が進み、多様な手法がみら
れ、手法選択は重要なポイントである。中
小・小規模企業にとっても、事業の継続・
雇用の維持が課題となったとき、企業再編

（Ｍ＆Ａ）は有用な選択肢の一つとなってい
る。
　企業再編（Ｍ＆Ａ）の手法はさまざまあ
るが、基本は、合併・事業譲渡・会社分割・

株式買収の4つの類型である。企業再編によ
る権利義務（資産、債権・債務、雇用(労働)
契約を含む契約、許認可等）の承継の方法は、
類型ごとに異なる。権利義務の承継方法は、
表１の通りである。合併は「包括承継」、事
業譲渡は「特定承継」、会社分割は「部分的
包括承継」、株式買収は「単なる経営者の交
代」である。この権利義務の承継方法の違
いにより、企業再編過程で生起する労働問
題、例えば、「解雇・雇止めの雇用問題」・「労
働条件の調整・切下げ」・「労働組合との関
係」等の現れ方が異なってくる。

徳住　堅治
（弁護士）

中小・小規模Ｍ＆Ａに
おける労働者保護

表１　企業再編の権利義務の承継方法の違いと労働問題
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　従って、企業再編の類型ごとの権利義務
の承継方法や手続を理解し、異なる現れ方
をする労働問題に類型ごとに対処すること
が肝心である。

２.  合併
（１）包括承継と雇用問題
　合併とは、２つ以上の会社が契約により１
つの会社になること。合併には、吸収合併
と新設合併がある。【吸収合併】は合併によ
り消滅する会社（消滅会社）の権利義務の
全部を存続会社に（会社法２条27号。手続
は同749条以下）、【新設合併】は消滅会社の
権利義務の全部を設立会社に承継させるも
の（同２条28号。手続は同753条以下）である。
手続の簡便さや登録免許制の節減等の理由
から、新設合併より吸収合併の選択が多い。
存続会社等は、消滅会社のすべての資産・
負債、権利義務を包括承継する（会社法752
条１項、754条１項）。その結果、労働者の
承諾の有無に関わらず、労働契約は同一の
労働条件で存続会社等に承継され、雇用を
めぐる問題は生じない。「事業譲渡又は合併
を行うに当たって会社等が留意すべき事項
に関する指針」（平成28年厚労省告示第318
号。以下「事業譲渡等指針」）も、「合併に
おける権利義務の承継の性質は、いわゆる
包括承継で・・労働者の労働契約は、・・設
立される会社等に包括的に承継され・・労
働条件についても、そのまま維持される」と
している。

（２）包括承継と労働条件の調整・切下げ
　合併では、従前の会社における労働条件

（退職金・年金を含む。）も労働協約もそのま
ま存続会社等に承継され、合併後の存続会
社等では異なる労働条件・労働協約が併存
する事態が起こる。異なる労働条件の併存
状態を解消するため、一定の時間をかけ労
働条件を調整する。合併前に労働条件を調
整する方法もある。最初に調整するのは、業
務遂行上、労働時間・休日・休暇であるが、
調整がつかないと異なる労働時間制が併存
し、その下で労働者は勤務することになる。
影響の少ない福利厚生や出張手当等の調整
から、労働契約の重要要素である賃金・賞
与・退職金・年金・定年制等の調整を順次
行う。調整の方法は、①全て高い条件に合

わせる、②トータルとして不利益にならない
ように調整する、③全て低い条件に合わせ
る、の３つが考えられる。一般には、②の方
法の選択が多い。③の場合は、合併を機に
労働者に一方的に不利益を課し変更の合理
性が否定される可能性が残る。労働条件だ
けでなくＣＰシステムや決済システムの統合
の面でも労働者の職業生活に与える影響は
大きい。

3.  事業譲渡
（１）事業譲渡の法的性質とその手続
　事業譲渡とは、事業（営業）を取引行為（特
定承継）として他に譲渡する行為である。
事業とは、「一定の事業目的のために組織化
され、有機的一体として機能する財産（得
意先関係等の経済的価値のある事実関係を
含む。）」（最判昭40.9.22民集19巻６号）である。
事業譲渡は、不動産や機械等の単なる事業
用財産の譲渡とは区別される。
　事業譲渡は、株主総会の特別決議（３分
の２以上の賛成）による承認が必要である

（会社法309条２項11号。簡易事業譲渡につ
いては同法468条２項）。反対株主には、株
式買取請求権がある（同法469条以下）。譲
受会社が商号を続用する場合には、譲受会
社にその事業で生じた債務の支払義務等の
責任がある（商法17条～ 18条、会社法22条）。
詐害行為事業譲渡の場合、債権者は譲受会
社に債務履行を求めることができる（同法23
条の2）。また、各法的倒産下の事業譲渡（破
産法78条4項・民事再生法・会社更生法）に
は、過半数労働組合等の意見聴取を踏まえ、
裁判所が許可する制度がある。

（２）特定承継と雇用問題
　事業譲渡は特定承継であり、譲渡対象の
労働者（労働契約）を譲渡会社と譲受会社が
個別に特定し、対象となる労働者の個別同意

（民法625条）が必要である。労働者が雇用承
継（転籍）を拒否すると、雇用承継は否定さ
れる（「本位田建築事務所事件」東京地判平
9.1.31労判712号17頁）。前掲「事業譲渡等指針」
は、「事業譲渡は・・特定承継であるため、・・
労働契約を、譲受会社に承継させる場合に
は、承継予定労働者から、個別の承諾を得
る必要がある」、「譲渡会社は、承継予定労
働者から・・真意による承諾を得られるよ
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う、事業譲渡の全体の状況、譲受会社等の
概要・労働条件（業務の内容・就業場所等）
を十分に説明し、協議を行うこと」としてい
る。
　逆に、譲渡会社と譲受会社との対象労働
者の合意から排除された労働者が譲受会社
に雇用承継を求めても、原則認められない。
認められた例として、排除を不当労働行為
とした「青山会事件」東京高判（平14.2.27労
判824号17頁）、賃金切下げ認諾を条件とす
ることが公序良俗（民法90条）違反とし雇
用承継を認めた「勝英自動車学校事件」東
京高判（平17.5.31労判898号16頁）等がある。
なお、偽装解散・事業譲渡にともなう組合
役員・組合員の排除については、「実質的経
営主体同一説」（「日新工機事件」奈良地決
平11.1.11労判753号15頁）、「法人格否認の法
理」（「新関西通信システムズ事件」大阪地
決平6.8.5労判668号48頁、「第一交通産業ほ
か（佐野第一交通）事件」大阪高判平19. 
10.25労判975号50頁）、「労組法７条の使用者
概念の拡大」等の法理で、雇用承継が認め
られている。

（３）特定承継と労働条件の承継の仕方
　事業譲渡の具体的な労働条件（労働時間、
賃金等）は、譲渡会社での労働条件がその
まま承継されず、事業譲渡契約の合意内容、
譲受人と労働者との合意により決定され、こ
れらの合意がない場合は譲受会社の労働条
件が適用されることになる。「エーシーニー
ルセン・コーポレーション事件」東京地判（平
16.3.31労判873号33頁）は、譲渡会社の労働
条件の適用を否定し、譲受会社で導入され
た新人事制度の成果主義による降級を有効
とした。「広島第一交通事件」広島地決（平
10.5.22労判751号79頁）は、事業譲渡直後に
なされた平均約４割減の新賃金体系への変
更を無効とし、旧賃金体系に基づく賃金請
求を容認した。

４.  会社分割
（１）会社分割とは
　会社分割とは、分割会社が、その事業の
権利義務の全部または一部を、承継会社・
設立会社（以下「承継会社等」）に承継させ
る行為である。吸収分割（会社法２条29号、
757条～ 761条、782条～ 802条）は、分割会

社の権利義務を既存の承継会社に、新設分
割（同法２条30号、762条～ 766条、803条～
816条）は、設立会社に承継させるものであ
る。事業の権利義務のどの部分が承継され
るかは、分割契約・分割計画（以下「分割
契約等」）の定めによる。分割契約等に定め
られた事業の権利義務がそのまま承継会社
等に承継されることから、会社分割の法的
性質は部分的包括承継といわれている。取
引行為である事業譲渡と異なり、会社分割
は組織法上の行為であり、組織の“細胞分裂”
である。

（２）泥船分割・濫用的会社分割
　会社分割は、優良部門の分離独立、不採
算部門の切り離し、他社の同一の事業部門
との統合等、企業の選択と集中、純粋持株
会社への移行に活用される。現実には、泥
船分割（不採算部門を分割し労働者を一緒
に沈める方法）、濫用的会社分割（優良部門・
資産を分割して“債務逃れ”を図る方法）
が横行している（安田大二郎「会社の再編
をめぐる裁判例と問題点」判タ1394号77頁）。
濫用的会社分割の場合、裁判所は、①「法
人格否認の法理」（福岡地判平23.2.17判タ
1349号177頁）、②「商号続用者の責任（会
社法22条1項の類推適用）」（最判平20.6.10判
タ1275号83頁）、③「詐害行為取消権（民法
424条）」（最判平24.10.12判タ1388号109頁）、
④破産管財人が会社分割に否認権行使（東
京高判平24.6.20判タ1388号366頁）の法理を
用いて対応している。濫用的会社分割が多
発した結果、平成26年会社法改正で、濫用
的会社分割について承継会社等に対する債
務履行請求規定が設けられた（会社法759条
4項、761条4項、764条4項、766条4項）。

（３） 労働契約承継法による労働者保護（雇
用・労働条件）

　会社分割では、労働契約承継法により労
働者保護が図られている。労働契約の承継
は、「承継事業主従事かそれ以外かの区別」、

「異議申出権の有無」で表２のとおり処理さ
れる。
　会社分割では、労働条件・労働協約につ
いては、承継会社等にそのまま承継される。

「阪神バス事件」神戸地尼崎支判（平26.4.22
労判1096号44頁）は、従前排便障害等のた
めに勤務配慮をされてきた身体障害者につ
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いて、会社分割の際に、分割会社と承継会
社間等で勤務配慮をしないと合意した転籍
処理事案で、勤務配慮しないとの条項は公
序良俗に反し無効とし、会社分割後も勤務
配慮が認められるとした。

（４） 会社分割手続における労働者・労働組
合の関与

　労働契約承継法等では、労働者・労働組
合の会社分割手続への関与について、表３
のとおり、①７条協議、②５条協議、③労働

表２　労働者の主従区分と異議申出権の有無の違いによる労働契約承継

表 3　４段階の労働者 ･ 労働組合の関与手続

者・労働組合への通知、④労働者の異議権
と４段階の定めがある。
　「日本アイ・ビー・エム事件」最判（平
22.7.12労判1010号5頁）は、労働者と分割会
社との間で５条協議が行われなかった場合、
又は、協議での説明や協議の内容が著しく
不十分な場合には、労働者は承継の効力を
争うことができるとした。「エイボン・プロ
ダクツ事件」東京地判（平29.3.28労判1164号
71頁）は、個別の話合いではリストラや労働
組合からの脱退を迫ったに過ぎず5条協議に
値しないとして、分割会社への地位確認を
認めた。
　承継法指針（最終改正平28年厚労告429号）
は、労働者の異動について承継方式ではな
く、転籍形式又は出向形式で異動させる場
合、「労働契約承継法2条1項及び2項の通知
並びに商法等改正法附則第5条で義務付けら
れた協議等の手続は省略できない」として
いる。さらに、転籍方式については、「分割
契約等に承継会社等が当該労働者の労働契
約を承継する旨の定めがある場合には、分
割会社との間で締結している労働契約は、

分割会社から承継会社等に包括的に承継さ
れるため、その内容である労働条件はその
まま維持されること及び当該労働者の労働
契約を承継する旨の定めがない場合には、
法第4条第1項の異議の申出をすることがで
きることを当該労働者に対し説明すべきこ
と。」等としている。

５.  株式買収
（１）株式買収の手段
　株式買収の手段としては、ａ相対取引、ｂ
市場買付、ｃ（敵対的・友好的）TOB（公
開買付）、ｄ株式交換・株式移転、ｅ第三者
割当増資、ｆMBO（マネジメント・バイア
ウト＝経営陣による買収）、ｇEBO（エンプ
ロイー・バイアウト＝従業員による買収）等
多様である。2006年村上世彰代表率いる「村
上ファンド」（MAC）が、阪神電鉄株約47％
の株式を取得し株主提案で取締役の過半数
の選任を求めたが、阪神電鉄労働組合の反
対等があり実現しなかった。コロワイドが大
戸屋に対して敵対的TOBを掛けた際、従業
員代表が反対意見を表明したがTOBが成立
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した。MBO・EBOの活用により、労働者の
雇用を確保した事例もある。例えば、大手
メーカーが子会社（百数十名規模）を解散・
解雇しようとした際、工場長がMBOにより
会社資産や取引先等を廉価で引継ぎ独立し、
ほとんどの労働者を引継ぎ雇用が確保され
た。教育産業の会社が上場企業のメーカー
を買収し企業目的を教育事業に変更した際、
従業員がEBOにより製造部分を譲受・独立
し雇用が確保された。こうした活用方法は、
中小企業の労働組合でも活用できる。

（２）株式買収をめぐる労使問題
　株主買収による経営者の交代の場合、雇
用関係の変化はないはずであるが、新経営
者による整理解雇・雇止め、労働条件の不
利益変更等のリストラが実行されることが
多い。労働者・労働組合は、整理解雇の法
理（整理解雇の4要件・要素）、労働条件の
不利益変更の法理（労働契約法7 ～ 10条）
に基づき対応することになる。また、新経営
者が、「組合の解散の慫慂」、「組合からの脱
退の慫慂」、「上部団体からの脱退・変更等
の慫慂」、「ユニオンショップ協定や労働協
約の破棄」等の動きをとることがある。いず
れも不当労働行為であり法律で禁止されて
いる（労働組合法７条）。「セコニック事件」
東京都労委平29.5.9命令は、組合が受入れら
れない条件に固執し労働協約を失効させた
ことが不当労働行為だとして、新たな合意が
成立するまで労働協約失効以前と同様の取
扱いをすること等を命じた。

６. 企業再編の手段選択の判断要素
（１）判断要素
　相手先企業（バイサイド）は、企業再編
の対象企業について徹底的なデューデリジ
ェンス（DD）を行った上で、①租税負担の
軽重、②許認可手続の必要性の有無、③労
働問題の処理等の判断要素を総合して企業
組織再編の手法を選択する。ＤＤでは、労
基法違反等の法違反の有無、未払残業代の
有無・その金額、解雇紛争の有無等、対象
企業のコンプライアンスも徹底的に精査さ
れ、これらがＭ＆Ａの中止要因（ディールブ
レイカー）になることもある（東京弁護士会
労働法制特別委員会編著「Ｍ＆Ａにおける
労働法務ＤＤのポイント」商事法務参照）。

企業組織再編の手段選択に最重要の判断要
素となるのは、セルサイド・バイサイドにと
っての租税負担（不動産の所有権移転登記
手続の登録免許税、不動産取得税、不動産
譲渡所得税等）の軽重である。多種多様な
許認可手続の必要性の有無も重要な判断要
素となる。組織変動である合併、会社分割
では、租税が優遇され、許認可手続きが不
要な場合が多い。他方、取引行為である事
業譲渡では、租税負担を無視できず、また、
譲受会社は改めて許認可手続きをとる必要
があり、これらがディールブレイカーとなる
ケースもある。

（２）判断要素としての労働問題
　労働問題も手法選択の重要な判断要素と
なる。①労働者の異動方法（配転・出向・
転籍、単なる承継）と労働者の承諾の必要
性の有無、②労働条件の承継か変更が可能
か、③退職金の清算処理か通算処理か、④
年金制度の統合処理、⑤労働組合との関係
処理（労働協約・ユニオンショップ協定等
の処理、労働組合の組織変動、労働組合の
上部団体との関係）等が問題となる（徳住
堅治「企業組織再編と労働契約」旬報社）。
①及び②については、企業再編手法の類型
で説明したとおりである。③退職金につい
て、清算処理は不利益なので、労働者は、
通算処理を求めることになる。合併・会社
分割では包括承継され通算処理となる。事
業譲渡ではどちらを選択するか問題となる。
特に清算処理では、企業再編時までの潜在
的退職金の処理・課税処理がネックになる。
年金は、厚労大臣の許可も関連し異なる企業
間の統合処理が困難である。また、企業再
編では、労働組合の解散・残余財産の処理、
統合や上部団体の処理が課題となる（同「企
業組織再編と労働組合の組織変動」日本労
働法学会誌127号）。
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