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不提訴理 由通知書
前略
当職 らは、貴職 らが第 一 生命保険株 式会社 (以 下 「第 一 生命 」 といい ます。)株 主である
氏 を代 理 して 当職 ら宛 に差 し出 された 2011年 (平 成 23年 )2月 25日 付 「責任追
及等 の訴 え提起請求書」及 び同年 3月 8日 付 「補 正 書」 に基 づ く、第 一生命取締役 渡邊光
一 郎氏 (以 下 「渡邊取締役 Jと いい ます 。)に つい て の責任追及等 の訴 え提起 の請求 (以 下
「本件提訴請求」 といいます。)に つ き、以下 の とお りご通知 申 し上 げます。

1

会社 が行 つた調 査 の内容

(1)調 査 の 内容
当職 らは 、本件提訴請求 を受 けて、 田辺総合法律事務所 の藤 田耕 三弁護 士 、 中西和
幸弁護 士及 び橋本裕幸弁護 士 (以 下 「藤 田弁護 士 ら」 といい ます 。)と 共同で 、本件提
訴請求にお い て問題 とされた渡遇取締役 (第 一 生命 )の 次 の行為
といい ます。)に つい て、調査 を実施 しま した。

(以 下

「本件各行為」

① 平成 19年 度以降に実施した国会議県の政治資金パーティーのパーティー券購入
② 平成 19年 度以降に実施した国会議員との懇親会

平成 21年 3月 の衆議院議員総選挙 (以 下 「本件総選挙」 といいます。)の 選挙
期間における候補者 の応援

③

具体的には、本件各行為に関連す る第一生命 の定款及び社内規程、並びに、本件各
行為に関連 して作成 された第一生命 の社内文書の内容調査に加え、本件各行為 の背景
として本件提訴請求が指摘する保険金支払い問題に関す る第一生命 の社内文書、各種
関係資料 の内容調査を行い ま じた。
また、渡邊取締役本人及び本件各行為の実務 に関与 した第一生命 の調査部従業員等
に対する ヒア リングを実施 しました。

(2)判 断の基礎 とした資料
当職 らが本件提訴請求に対す る判断に際 しその基礎 とした資料 は概ね次の とお りで
す。
・第一生命 の定款、組織規程、役員旅費支給内規、行動規範、行動規範 ガイ ドライ
ン、公務員等に対する接待・ 贈答等 に関するガイ ドラインおよびその特則
。
「政治資金パーテ ィー購入実績」 と題する第一生命 の社 内文書
。
「懇親実績」および 「ガイ ドライ ン特則適用報告書」 と題す る第一生命 の社内文書
・「第 45回 衆議院議員総選挙 激励訪問先一覧」 と題する第一生命 の社内文書
・「平成 21年 度業務旅費」 と題する第一生命 の社内文書
・ 第一生命 の役職員 と国会議員 との面談 に関する面談録 (平 成 19年 4〜 5月 、平成
20年 6月 )
。衆議院財務金融委員会及び参議院財政金融委員会 の 会議録
・ 保険金支払 い 問題 に関す る各種新聞報道
・ 藤 田弁護 士 ら作成 の意見書

2,波 邊取締役 の責任 の有無 につい ての判断及 びそ の理 由
当職 らは 、渡遇取締役 の責任 の有無 につい て 、法令又 は定款 (社 内規程 を含 む )違 反
の有無 と、取締役 として の善管注意義務達反 の 有無 の観点 か らそれぞれ 検討 しま した。

(1)法 令又は定款等達反 の有無 につい て
ア パー テ ィー 券 の購入 (上 記① )に つい て
パ ー テ ィー 券 の購入 につい ては 、第 一 に 、刑法 上の 贈賄罪 に該 当す るか否 か を検
討 しま したが 、国会議員 の職務行為 に対す る対価 と してパー テ ィー券 の購入 が行 わ
れ た と認 めるべ き事情 はな く、贈賄罪 には該 当 しな い もの と判 断 しま した。 次 に、
政治資金規正法 の違反 の有無 につい て も検討 しま したが 、同法違反 に該 当す る事実
は認 め られ ませ んで した。
また 、企 業 の政治献金 に 関す る過去 の判例等 に照 ら し、パ ー テ ィー 券 の購入 は 第
一 生命 の定款 の 目的 の範囲 内 の行為 で ある と判断 しま した。 そ のほか 、第 一 生命 の
定款 にパ ー テ ィー 券 の購入 を禁止又 は制 限す る規定は存在せず 、関連す る社 内規程
の違反 も認 め られ ませんで した。
イ

国会議員 との懇親会 (上 記② )に ついて
国会議員 との懇 親会 につい ては 、刑 法上 の贈賄罪 に該 当す るか否 かを検討 しま し

たが、上記① と同様 、国会議員の職務行為 に対す る対価 として懇親会が開催 された
と認 めるべ き事情はなく、贈賄罪 には該当 しない もの と判断 しま した。
また、第一生命にとつて、税制 その他政策 の影響を強 く受ける生命保険事業を営
む上で、国会議員 との間で大局的 な観 点か ら広 く意見交換 を行 う場を持つこ とは、
聞接的 なが ら事業遂行に役 立つ行為であることか ら、懇親会 の開催 は第一生命 の定
款 の 目的 の範囲内の行為 であると判断 しま した。 そのほか、第一生命 の定款に懇規
会 の開催 を禁止又は制限す る規定は存在せず、関連す る社 内規程 の達反 も認 められ
ませんで した。
ウ 本件総選挙における候補者 の応援 (上 記⑥)に ついて
「
本件総選挙 における候補者 の応援については、公職選挙法 の規制舟象 となる 選
挙運動」 に該当す るか否 かを検討 しま した。 この点、渡遇取締役が行 つた応援 の内
容は、候補者 の選挙事務所を訪問 し、候補者本人又は選挙事務所 の管理責任者 に励
ま しの意を伝 えて帰ること (以 下 「激励訪問」 といいます。)に 限 られ ることか ら、
「選挙運動」には該当せず、公職選挙法に違反す るものではない と判断 しま した。
また、上記 のとお り、政治家 との円滑な関係を維持することが間接的なが ら事業
遂行 に資す るものであることか ら、激励訪問も第一生命 の定款 の 目的 の範囲内の行
為 であると判断 しま した。 そのほか、第一生命 の定款 に激励訪問を禁止又は制限す
る規定は存在せず、関連する社内規程 の違反 も認められませんで した。

(2)善 管注意義務違反の有無について
当職 らは、経営判断の原則 に照 らし、本件各行為 について、渡追取締役 に取締役 と
しての善管注意義務達反があるか否かを次の観点か ら検討 いた しました。
ア 事実認識における重要かつ不注意な誤 りの有無、意思決定過程 の合理性
本件各行為の実施に関す る個別 の決定を担当 した第一生命調査部は、意思決定に
際 し、当該時,点 の社会情勢、経営状況、他社 の動向、他 の議員 とのバ ランス、議員 の
政治理念や実際の政治活動 の内容、第一生命における従前 の各行為 の実施状況等 の情
報 を総合考慮 して、実施 の可否や対象者、支出額等 を決定 していますが、これ らの情
報を判断要素 とすることには相応 の合理性が認められ、また、これ らの情報 を収集す
る課程にお いて重要かつ不注意な誤 りがあつたことを疑わせ る事実は見あた りませ
んで した。
なお、渡追取締役は、本件各行為 に関す る個別 の決定を調査部 に委 ね、実施状況
について定期的に報告 を受けることとしていま したが、第一生命の会社規模 に照 らし
かかる運用は合理的なもの と認 められます。
イ 意思決定内容の合理性
(ア )パ ーテ ィー券 の購入 (上 記① )に ついて
企業による政治資金 の寄附 が企業 の社会的役割 を果 たす ことに通 じる、 との社
会的評価 は、本件各行為当時 もなお維持 されていたもの と考 えられることか ら、
第一生命 によるパーテ ィー券の購入 は意思決定 として合理的 と認 められます。
また、各年度におけるパーテ ィー券 の購入額 は、第一生命 の会社規模 に照 らし、
相当な範囲にとどまるもの と認められます。
(イ

)国 会議員 との懇親会

(上 記② )に ついて

生命保険業界が属す る金融業界に関す る事項を含め、政治家 と相 互理解 を深め、
活発な意見交換 を行 うことは、会社にとつて有益であ り、国会議員 との懇親会 の
開催 は、意思決定 として合理的 と認 められます。
また、各年度における懇親会費用 の額は、第一生命 の会社規模に照 ら し、相当
な範囲にとどまるもの と認 められます。
(ウ

)激 励訪問

(上 記③ )に ついて

前記 の とお り、政治家 との円滑な関係 を維持す ることは第一生命 の事業遂行上
有益であ り、そのために激励訪問を行 うことは、意思決定 として合理的 と認 めら
れます。
また、本件総選挙における渡邊取締役 の激励訪問の費用 として第一生命が負担
した金額 (交 通費、宿泊費)は 、第一生命 の会社規模 に照 らし、相 当な範囲にと
どまるもの と認 められます。
なお、本件提訴請求では、本件総選挙 の選挙期間中、渡遇取締役 が取締役 とし
ての職務を放棄 して激励訪問を実施 した 旨の指摘がなされていますが、先に述べ
たとお り、そもそも激励訪問は第一生命 の定款 の 目的の範囲内の行為であ り渡遇
取締役 の職務 と認められるほか、渡遇取締役 は、選挙期間中も激励訪問 と並行 し
て取締役 としての通常の業務 を遂行 してお り、職務放棄 にあたるもの とは認め ら
れませんで した。
また、本件提訴請求では、本件総選挙 において政権交代が予想 されたにもかか
わ らず、当時の与党である自民党 の候補者 を中心に応援を行 つたことが善管注意
義務違反 にあたるとの指価がなされていますが、激励訪間の 目的は、結果 として
の当選、落選にかかわ らず、当該政治家 との円滑な関係 を維持す ることにあるも
の と認め られ、かかる 目的 に照 らせば、当該時点の社会情勢、経営状況、他社 の
動向、他 の議員 とのバ ランス、議員の政治理念や実際の政治活動 の内容、第一生
命 における従前の各行為 の実施状況等 の情報 を総合考慮 して、自民党 の候補者を
中心に激励訪間を実施 したことは、ll応 の合理性を有するもの と認 められます。
￨).

浄
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以上述べたところにより、当職 らと しては、波逃取締役 に本件各行為について任務牌
およ(lk‐ 令、定款等違反又は善管注意義務巡反)に よる黄任は認められないもの と判断 し、
qttl 締役に対する責任追及 の訴えの提起 は行 わないことといた しましたので 、本書 を
1)つ

て通知いた します。
草々

