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平成19年3月23日判決言渡　同日判決原本領収　裁判所書記官

平成18年佃第36号　不当利得返還等請求控訴事件（原審・伊那簡易裁判所平成

17年（バ第205号）

口頭弁論終結日　平成19年1月19日

判

東京都新宿区高田馬場二丁目17番1号

決

控　　　　訴　　　　人　　　　株　式　会　社　カ　レ　ッ　ヂ

同代表者代表取締役　　　　田　　　　谷　　　通　　　朗

長野県＿

被　　　控　　　訴　　　人

主

1　本件控訴を棄却する。

2　控訴費用は控訴人の負担とする。

文

事　実　及　び　理　　由

第1　控訴の趣旨

1　原判決中，控訴人敗訴部分を取り消す。

2　被控訴人の請求を棄却する。

第2　事案の概要

本件は，賃金業者である控訴人から継続的に金員の借入れをした被控訴人が，

控訴人に対する弁済を利息制限法所定の制限利率に引き直して充当計算をする

と過払が生じているとして，控訴人に対し，不当利得返還請求権に基づき10

1万4453円（過払金82万6646円及び取引終了日である平成16年7

月22日時点までに生じた悪意の受益者の過払利息18万7807円）及び内

金82万6646円に対する最終取引日の翌日である平成16年7月23日か

ら支払済みまで民法所定の年5分の割合による法定利息の支払を求めるととも

に，控訴人が被控訴人に取引履歴を開示しなかったことを理由に不法行為に基
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づく損害賠償請求として29万5220円（提訴予告通知等の費用相当損害金

5220円，司法書士費用相当損害金5万円，慰謝料24万円）及びこれに対

する訴状送達の日の翌日である平成17年11月17日から支払済みまで民法

所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

原審は，被控訴人の控訴人に対する不当利得返還請求につき68万1132

円（過払金56万5215円，過払利息11万5917円）及び内金56万5

215円に対する年5分の割合による法定利息の支払を求める限度で，不法行

為に基づく損害賠償請求については11万5220円（提訴予告通知等の費用

相当損害金5220円，司法書士費用相当損害金1万円，慰謝料10万円）及

びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で被控訴人の請求を認容し，そ

の余の請求を棄却した。そこで，控訴人が，原判決中控訴人敗訴部分を不服と

して本件控訴を提起した。　　　　　　　　　　　　　亭

第3　争点

1　不当利得返還請求について

（1）控訴人・被控訴人間の取引経過について

（2）控訴人の悪意の受益者（民法704条）該当性

2　不法行為に基づく損害賠償請求について

（1）控訴人の取引履歴開示義務違反よる不法行為の成否

（2）損害額

第4　争点に対する当事者の主張

1　争点1（1）（取引経過）について

（被控訴人の主張）

（1）被控訴人は，控訴人との間で，原判決別紙1（計算書）の職引日」欄

の日に，「借入額」欄の金額を借入れ　又は「返済額」欄の金額を返済を

するという取引を繰り返した。

よって，被控訴人は，控訴人に対し，不当利得返還請求権に基づき過払
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金82万6646円の請求をすることができる。

（2）仮に，控訴人及び被控訴人間に原判決別紙1（計算書）のとおりの取引

があったとは認められなかったとしても，被控訴人は，控訴人との間で，

原判決別紙2（計算書）の「取引日」欄の日に，「借入額」欄の金額を借

入れ，又は「返済額」欄の金額を返済をするという取引を繰り返した（予

備的主張）。これは，上記原判決別紙1（計算書）の取引経過から，控訴

人が別人であると主張する「タヤヒサオ」の名義による振込入金及びこれ

に対する返済金と思われる入金部分を除外し，控訴人から提出された顧客

台帳（乙1）の貸付金額及び入金金額についても概ね認めたという内容の

ものである。

よって，被控訴人は，控訴人に対し，不当利得返還請求権に基づき過払

金56万5215円の請求をすることができる（予備的主張）。

（控訴人の主張）

被控訴人が主張する原判決別紙1（計算書）の取引経過及び原判決別紙2

（計算書）の取引経過については，いずれも否認する。

被控訴人が控訴人との取引であると主張する取引のうちの多くは，控訴人の

関知しない取引であり，何らの根拠も兄いだせないものである。特に，被控訴

人が主張する取引経過の中には被控訴人と「タヤヒサオ」との取引が含まれて

いるが，「タヤヒサオ」は控訴人とは無関係の人物である。

また，被控訴人は，原判決別紙1（計算書）の取引経過から「タヤヒサオ」

の名義の人物との取引を除外した取引経過が原判決別紙2（計算書）に記載の

ものであるとしているところ，確かに，原判決別紙2（計算書）の取引経過を

見ると，原判決別紙1（計算書）の取引経過から「タヤヒサオ」名義の被控訴

人に対する貸付金は除外されているものの，被控訴人による「タヤヒサオ」名

義の者への返済分が除外されていない。すなわち，被控訴人が同一貸金業者で

あると信じて支払った返済金のうち，「タヤヒサオ」（株式会社アミーゴ）に
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対し支払ったものまで，控訴人へ返済したことになってしまっており，上記原

判決別紙2（計算書）の記載は不正確である。

さらに，被控訴人が主張する取引経過においては，控訴人の被控訴人に対す

る貸付金額として，実際に被控訴人の預金口座に振り込まれた金額が計上され

ているが，そうではなく，この振込金額に振込手数料を加算した金額を貸付金

額として計上すべきである。なぜならば，貸付金の預金口座への振込は被控訴

人の利益のためになされたものである以上，被控訴人が振込手数料を負担すべ

きであるし，控訴人は，被控訴人との間の取引を開始した際，被控訴人に対し

「貸付金の預金通帳への振込は振込手数料を差し引いて振込をいたします。」

と説明し，被控訴人はそれを承諾していたからである。

2　争点1（2）（悪意の受益者の該当性）について

（被控訴人の主張）　　　　　　　　　　　　　　　㌢

控訴人は，貸金業者である以上，利息制限法等の法令を当然に熟知しており，

被控訴人の過払金について法律上の原因がないことを知りながらこれを利得し

ていた。したがって，控訴人は，民法704条の悪意の受益者に該当し，過払

金を不当利得として被控訴人に返還する際には，利息を付して返還しなければ

ならない。

（控訴人の主張）

控訴人は，被控訴人との消費賃借取引にあたり，被控訴人に対し貸金業の規

制等に関する法律（以下「貸金業規制法」という。）18条に定める事項を記

載した受取証書を交付していたし，その他の法律の規定も遵守していた。もっ

とも，控訴人は，被控訴人から受額した金員の一部を返還する意思を有してい

たため，本件訴訟においては，貸金業規制法43条の適用がある旨の主張はし

なかったにすぎない。

したがって，控訴人は，民法704条の悪意の受益者には該当しない。

3　争点2（1）（取引履歴開示義務違反）について
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（被控訴人の主張）

被控訴人は，平成16年11月1日以降，控訴人に対し，代理人司法書士を

通じて，再三にわたって両者間の取引履歴の開示を求めたが，控訴人はこれを

開示しなかった。このように控訴人が被控訴人との間の取引履歴を開示しなか

ったことは，不法行為を構成する。

（控訴人の主張）

控訴人が被控訴人に対し，取引履歴の全部を開示することができなかったの

は，控訴人が被控訴人との取引が記載された帳簿を廃棄処分にしてしまったこ

となど，やむにやまれぬ事情によるものである。よって，控訴人は，被控訴人

に対して不法行為責任を負わない。

4　争点2（2）（損害額）につし．1て

（被控訴人の主張）　　　　　　　　　　　　　　　　き

控訴人の上記不法行為により，被控訴人は，やむを得ず控訴人に対する提訴

予告通知等の手続を行い，それに要した費用5220円相当額の損害を被り，

さらに本件訴訟を提起せざるを得ず，司法書士費用5万円相当額の損害を被っ

た。また，控訴人の上記不法行為によって被控訴人が被った精神的苦痛を回復

するための慰謝料額は，24万円を下らない。

以上のとおり，控訴人の不法行為により被控訴人が被った損害額は，合計2

9万5220円である。

（控訴人の主張）

被控訴人の不当利得返還請求が認容されれば，その限度で損害は填補され，

被控訴人に損害は生じない。

また，控訴人が被控訴人に対し取引履歴の全部を開示することができなかっ

たのは，控訴人が被控訴人との取引が記載された帳簿を廃棄処分にしてしまっ

たことなど，やむにやまれぬ事情によるものであり，また，・控訴人が貸金業規

制法等の法律を遵守していたことにも照らせば，被控訴人が精神的苦痛を被っ
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たとはいえず，控訴人に対する慰謝料の請求は認められない。

第5　当裁判所の判断

1　争点1（1）（取引経過）について

当裁判所も，争点1（1）（取引経過）について，被控訴人は，控訴人との問

で，原判決別紙2（計算書）の「取引日」欄の日に，「借入額」欄の金額を借

入れ，又は「返済額」欄の金額を返済をするという取引を繰り返したものと認

められると判断する。その理由は，原判決「事実及び理由」中の「第3　当裁

判所の判断」の「1　原被告間の取引履歴について」に記載されたとおり（た

だし，原判決4頁17行目「なお，」から同頁19行目「とはならない。」ま

でを削る。）であるから，これを引用する。

これに対し，控訴人は，原判決別紙2（計算書）の取引経過は，控訴人とは

別人である「タヤヒサオ」名義での被控訴人に対する貸付金は除外されている

ものの，被控訴人による「タヤヒサオ」名義の者への返済分が除外されていな

いから，不正確であると主張する。しかし，証拠（甲2の1ないし5，3の1

ないし17）及び弁論の全趣旨によれば，原判決別紙2（計算書）の取引経過

は，控訴人が別人であると主張する「タヤヒサオ」の名義による振込入金が除

外されているのみならず，これに対する返済金であると考えられる入金部分も

除外されているものと認められる。これに対して控訴人が，原判決別紙2（計

算書）の取引経過の中には被控訴人による「タヤヒサオ」名義の者への返済分

が含まれていると抽象的な主張をするのみで，原判決別紙2（計算書）の取引

経過中の個別具体的な取引を指摘した上で，それが「タヤヒサオ」名義の者へ

の返済分として除外されるべきものであるという具体的な主張をしていない以

上，そのような控訴人の主張を採用することはできない。

また，控訴人は，原判決別紙2（計算書）の取引経過においては，控訴人の

被控訴人に対する貸付金額として，実際に被控訴人の預金口座に振り込まれた

金額ではなく，その振込金額に振込手数料を加算した金額を計上すべきである
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と主張する。しかし，現実の貸付けに先行して，当事者間で，被控訴人の申込

みに応じて控訴人が貸付ける旨の契約が存在していると考えられるところ，金

融機関に支払う振込手数料は，控訴人の負うこうした契約上の債務の弁済のた

めの費用とみることがセきるから，別段の意思表示がない限り控訴人が負担す

べきであり，控訴人の上記主張は理由がない。

2　争点1（2）（悪意の受益者の該当性）について

控訴人が，被控訴人との消費貸借取引にあたり，いわゆるみなし弁済（貸金

業法43条1項）が成立するための要件を充足していたと認めるに足りる証拠

はなく，貸金業者である控訴人が被控訴人との取引につきみなし弁済が成立す

ると考えていたと認めることは困難である。よって，控訴人は，みなし弁済が

成立しないことを知りながら，被控訴人に対する貸付けをし，被控訴人からの

弁済を受領していたと認められるから，悪意の受益者（民法704条前段）に

該当し，被控訴人の過払金については利息を付して返還しなければならない。

3　争点2（1）（取引履歴開示義務違反）について

（1）証拠（甲4ないし18，21）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実

が認められる。

ア　被控訴人から債務整理の依頼を受けた司法書士小口一成（以下「小

口」）は，平成16年11月1日，控訴人に対し，債務整理開始通知を

ファクシミリにより送信し，同月15日までに，控訴人・被控訴人間の

当初からの取引経過の全て（過去の完済分がある場合には完済分も含

む。）及び契約関係書類を開示するよう求めた。（甲4）

イ　控訴人は，同月19日，被控訴人に対する債権を放棄する旨が記載さ

れた「債権放棄のお知らせ」と題する書面（甲5）を被控訴人に送付す

るとともに，同様の書面（甲6）及び「債権放棄確認書」と題する書面

（甲7）を小口に送付した。（甲5ないし7）

り　小口は，同年12月2日，控訴人に対し，「債権再調査依頼書（第2

－7－



回）」と題する書面をファクシミリにより送信し，再度，控訴人・被控

訴人間の当初からの取引経過の全てを開示するよう求めた。（甲8）

エ　小口は，平成17年1月7日，控訴人に対し，「債権再調査依頼書

（第3回）」と題する書面をファクシミリにより送信し，さらに控訴人

・被控訴人間の当初からの取引経過の全てを開示するよう求めた。（甲

9）

オ　控訴人は，同月17日，小口に対し，被控訴人に関しては既に債権放

棄の書面を送付しているところ，それが精一杯であり，これ以上の負担

は困難である等と記載された書面を送付した。（甲10）

カ　小口は，同年2月3日，控訴人の監督官庁である東京都産業労働局商

工部貸金業対策室に対し，控訴人に対する行政指導を要請する旨記載し

た指導要請書をファクシミリにより送信した。（甲11）

キ　控訴人は，同月8日，小口に対し，取引経過の開示請求に応じること

はできない等と記載された「回答書」と題する書面（甲12）を送付し

た。（甲12）

ク　小口は，同年5月26日，控訴人に対し，民事訴訟法132条の2に

よる提訴予告通知及び提訴前の照会を行った。（甲13の1・2）

ケ　控訴人は，同年6月9日，小口に対し，「今までに返還しましたすべ

ての借用書を同封返信用封筒にてご返送下さい。再度債権者としての法

的立場に復帰致します。」，「ご請求140万円の概要明細資料を開示

下さい。根拠なき金品の要求は恐喝になるのではと思料致しておりま

す。」，「お二人の知り合ったなりそめをお聞かせ下さい。」，「代理

人契約は，社会悪撲滅の正義感からの行為であり無料奉仕でしょう

ね。」などと記載した書面を送付した。（甲14）

コ　被控訴人は，同年7月19日，控訴人を相手方として，長野地方裁判

所伊那支部に対し，訴えの提起前における証拠収集処分として，消費貸
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●　　　　　　　●

■　　t　　●　　　　　■　●

借取引の契約書及び取引履歴が記載された帳簿の文書送付嘱託（民事訴

訟法132条の4第1項）を申し立てた。（甲15）

サ　控訴人は，同年8月30日，長野地方裁判所伊那支部に対し，上記コ

の文書送付嘱託をすることについて異議があるとの意見書を提出したが，

同意見書には異議の理由として「当社には通称不当利得収益金は1円な

りとも存在致しません。」，「通称不当利得金は全額納税金として，国

・又は東京都の収納されております。」，「日本政府，又は東京都を訴

追対象人として，切り替えて訴追をお願い致します。」，「日本政府，

又は東京都に開示請求訴訟・不当利得返還請求訴訟を提起して下さ

い。」，「開示請求解答に対する本提出資料に疑義ある場合は，新宿税

務署・東京都新宿都税事務所に直接開示請求下さい。」などと記載され

ていた。（甲16，17）　　　　　　　　　　　を

シ　長野地方裁判所伊那支部は，同年9月21日，上記コの控訴人の文書

送付嘱託の申立てを理由があるものと認め，控訴人に対し，被控訴人と

の間の全取引履歴を記載した書面等を同年10月5日までに送付するよ

う嘱託する旨の決定をした。（甲18）

ス　控訴人は，長野地方裁判所伊那支部に対し，上記シの提訴前文書送付

嘱託決定の期限までに，送付を嘱託された文書を送付しなかったが，同

月6日，回答書と題する書面（甲21）を送付した。同回答書には，

「平成16年11月19日付けにて，申立人片山薫氏に返却済みで

す。」，「当社に存在すると主張するのは，貴裁判所に対する偽証を行

っているのではないでしょうか。」，「当社提出の，通称不当利得不存

在申立書に対し，「なるほど」と納得の出来る一言一句の理由文も戴け

ず，問答無用の御沙汰は，常に誠実な納税者として努力しております者

にとり，誠に残念です。」等と記載されていた。（甲21）

セ　被控訴人は，平成17年10月31日，伊那簡易裁判所に本件訴訟を
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掟起した。控訴人は，平成18年3月7日，原審における手続の中で，

伊那簡易裁判所に対し，控訴人・被控訴人間の取引経過のうち平成8年

11月14日以降の取引が記載された顧客台帳（乙1）を提出した。

（当裁判所に顕著な事実）

（2）貸金業者は，顧客から取引履歴の開示を求められた場合には，その開示

要求が濫用にわたると認められるなどの特段の事情のない限り，貸金業規

制法の適用を受ける金銭消費賃借契約の付随義務として，信義則上，保存

している業務帳簿（保存期間を経過して保存しているものを含む。）に基

づいて取引履歴を開示すべき義務を負うものと解すべきであり，賃金業者

がこの義務に違反して取引履歴の開示を拒絶したときは，その行為は，不

法行為を構成するものというべきである（最高裁判所平成16年鑑I第96

5号平成17年7月19日第三小法廷判決・民集59巻6号1783頁参

照）。

本件においては，上記（1）のとおり，被控訴人が，平成16年11月1日

以降，控訴人に対し繰り返し取引履歴の開示を求めているが，控訴人は，

被控訴人に対する債権を放棄する旨の書面を送付するなどして取引履歴の

の開示を拒絶し続け，被控訴人が本件訴訟を掟起した後である平成18年

3月7日に至って，控訴人・被控訴人間の取引経過のうち平成8年11月

14日以降の取引が記載された顧客台帳（乙1）を提出したものの，当該

顧客台帳（乙1）に記載された内容は，上記1のとおり，不十分又は不正

確なものであった。他方，被控訴人の控訴人に対する取引履歴の開示要求

が濫用にわたると認められるなどの特段の事情はうかがわれない。このよ

うに控訴人が被控訴人に対し取引履歴の開示を拒絶したことにより，被控

訴人は，提訴前証拠収集処分としての文書送付嘱託を申し立てたり，本件

訴訟を提起せざるを得ず，また，2年以上の間，債務整理を進めることが

できなかったものと認められるから，控訴人の上記行為は違法性を有する。

ー10－



なお，控訴人は，取引履歴の開示ができなかったのは，取引経過が記載さ

れた帳簿を廃棄処分にしてしまったことなど，やむにやまれぬ事情による

ものであるなどと主張するが，上記1のとおり当該取引経過が記載された

帳簿は保存期間中の文書であったことにも照らすと，控訴人が主張するよ

うな事情がやむにやまれぬ事情であったと評価することはできないし，そ

れにより控訴人が不法行為責任を免れることはできない。

したがって，控訴人が被控訴人に対し取引履歴の開示を拒絶するなどし

た行為は，不法行為を構成する。

4　争点2（2）（損害額）について

上記3（2）のとおり，控訴人が被控訴人に対し取引履歴の開示を拒絶したこ

とにより，被控訴人は，提訴前証拠収集処分としての文書送付嘱託を申し立て

たり，本件訴訟を掟起せざるを得ず，また，2年以上の間，債務整理を進める

ことができなかったのであり，紛争の解決が遅延したことにより被控訴人が精

神的苦痛を被ったことは明らかである。そして，上記3（1）のとおりの控訴人

と被控訴人間の取引履歴の開示に関する経緯などの諸事情に照らすと，被控訴

人が被った精神的苦痛に対する慰謝料額として10万円をもって相当であると

判断した原判決に誤りがあるとはいえない。

また，証拠（甲19，20）及び弁論の全趣旨によれば，被控訴人は，控訴

人の上記不法行為により，提訴予告通知等の手続に要した費用5220円相当

額の損害を被ったことが認められ，控訴人の上記不法行為と相当因果関係のあ

る司法書士費用相当額として1万円の損害額を認めた原判決の判断にも誤りが

あるとはいえない。

したがって，被控訴人は控訴人に対し，取引履歴の不開示の不法行為に基づ

く損害賠償請求として，上記の合計11万5220円を請求することができる。

5　まとめ

以上のとおり，被控訴人の控訴人に対する過払金の不当利得返還請求につい
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ては，原判決別紙2（計算書）のとおりの取引経過を前提とし，過払金につい

ては民法704条の利息を付して返還すべきこととして，利息制限法の制限利

率に引き直し充当計算をすると，原判決別紙2（計算書）に記載のとおりとな

り，被控訴人は，控訴人に対し，不当利得返還請求権に基づき，合計68万1

132円（過払金56万5215円及び取引終了日である平成16年7月22

日時点までに生じた悪意の受益者の過払利息合計11万5917円）及び内金

56万5215円に対する最終取引日の翌日である平成16年7月23日から

支払済みまで年5分の割合による法定利息の支払を求めることができることと

なる。

また，被控訴人は，控訴人に対し，取引履歴の不開示の不法行為に基づく損

害賠償請求として合計11万5220円及びこれに対する本件訴状が控訴人に

送達された日の翌日である平成17年11月17日（当裁判所に顕著な事実）

から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求する

ことができる。

第6　結論

以上によれば，被控訴人の請求のうち上記第5の5の部分に限って認容した

原判決は相当であって，本件控訴は理由がないから民事訴訟法302条1項に

よりこれを棄却することとし，控訴費用の負担につき同法67条1項本文，6

1条を適用して，主文のとおり判決する。

長野地方裁判所民事部

裁判長裁判官　　辻 次　　郎

裁判宵　　宮　　永　　忠　　明
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