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はじめに

株式会社東芝（以下，「東芝」と言う）は，2016年度3月期の年次財務諸表から海外連結子会

社であるウェスチングハウスエレクトリックカンパニー社及びその米国関係会社並びに米国外の

事業会社群の持株会社である東芝原子力エナジーホールディングス（英国）社を連結除外するこ

とを公表した。

連結除外の理由として，東芝は，海外連結子会社同社が，米国連邦倒産法第11章に基づいて再

生手続きを裁判所に申し立てたことを理由に挙げている。

しかしながら，米国連邦倒産法第11章では，原則として，管財人は選任されず，債務者が財産

を管理しながら事業の継続を行う 1。このように，米国連邦倒産法第11章の手続の債務者のこと

を「占有を継続する債務者」（debtorinpossession），いわゆるDIPと呼ぶ 2。債務者は，申立と同

時に又はその直後に，できる限り申立前と同様な状態で事業を継続するため，様々な事項につい

て裁判所に許可を申立て，これをファーストデイ・モーション（firstdaymotion）と呼ぶ。また，

債務者は，事業継続に必要な資金を確保するために，担保の対象となっている現金や銀行預金な

どの現金担保（これをキャッシュ・コラテラル（cashcollateral）と言う）の使用を裁判所に求め，

DIPファイナンスによって新たな資金の借入れを行うべく裁判所に許可を求める 3。

つまり，米国連邦倒産法第11章の申立て自体，即，東芝の当該会社に対する支配からの離脱が

起こっているとは言い切れないとも考えられ，特に，今回のケースにおいては，申立てが行われ

た2017年3月29日から間もない2017年3月31日（東芝の貸借対照表日）に支配の離脱が確定

しているとは考えにくく，東芝の連結財務諸表から当該海外連結子会社を連結範囲から除外する

ことは妥当とは言えないのではないかと考えられる。

本稿では，当該海外連結子会社の連結範囲からの除外に関して米国連邦倒産法第11章の申立て

1 阿部信一郎『わかりやすいアメリカ連邦倒産法』（2014年6月10日，商事法務）14頁。
2 同上。
3 同上。
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と米国会計基準の連結除外規定の関係の検討を中心論点として検討を加えてみる。

第一節 東芝の海外子会社連結除外の公表

東芝は，2017年3月29日に「当社海外連結子会社ウェスチングハウス社等の再生手続の申立

について」と題するプレスリリースを行った。

このプレスリリースにおいて，次のような事項の記載がなされている。

① 海外連結子会社の再生手続の申立

「当社海外連結子会社ウェスチングハウスエレクトリックカンパニー社（以下，WEC）及

びその米国関係会社並びに米国外の事業会社群の持株会社である東芝原子力エナジーホー

ルディングス（英国）社（以下，TNEH（UK））が，現地時間2017年3月29日に米国連

邦倒産法第11章に基づく再生手続（以下，再生手続）を申し立てることを決議し，同日付

でニューヨーク州連邦破産裁判所（以下，破産裁判所）に申し立てましたので，下記のと

おりお知らせします。」

② 再生手続申立海外連結子会社の事業継続

「現在，WECグループは再生手続に則っての事業再編を念頭におきながら，当面現行事業

をこれまでどおり継続する予定としております。またこの間の事業継続のために，WECは

800百万米ドルの第三者からのファイナンス（DIPファイナンス）を確保し，当社はその

うち200百万米ドルを上限として債務保証を提供する予定です。」

③ 再生手続申立海外連結子会社の2016年度通期決算からの連結対象からの除外

「…WECグループは，再生手続の開始により，当社の実質的な支配から外れるため，2016
年通期決算より当社の連結対象から外れることになります。」

また，2017年4月11日，東芝は，2017年3月期会計年度に係る「四半期報告書」を関東財務

局長宛て提出した。当該「四半期報告書」は，2016年10月1日より2016年12月31日までの期

間，すなわち2017年3月期会計年度の第三四半期報告書である。この第三四半期報告書において

も，WECグループが，米国時間2017年3月29日に米国連邦倒産法第11章に基づく再生手続を

ニューヨーク州連邦破産裁判所に申し立てたことが記述されている（「（第三）四半期報告書」第

43頁参照）。そして，2017年3月31日に終了する事業年度に係る有価証券報告書における連結財

務諸表においては連結子会社から除外する予定である旨を報告している。なお，会計監査人は，

東芝の第三四半期報告書に対し，意見を表明していない（2017年4月11日付，東芝プレスリリー

ス「四半期レビュー報告書の結論不表明に関するお知らせ」，執筆日（2017年6月15日），原稿

改訂日（2017年11月4日）現在同じ。但し，2017年3月31日を貸借対照表日とする2016年度

の有価証券報告書に対しては，2017年8月10日付で，会計監査人は「限定付適正意見」を表明

している。）。

以後では，米国連邦倒産法第11章の申立てにより，直ちに，連結範囲から除外されることの適

否について検討を行うものである。

第二節 東芝の連結財務諸表導入の時期

日本では，1977（昭和52）年4月1日以後に開始される事業年度から連結財務諸表の提出が義
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務付けられるとともに，それについての監査証明を要するものとされた。

東芝は，連結財務諸表を，米国会計基準で作成し，公表している 4。これは1962（昭和37）年

2月にADR（AmericanDepositaryreceipts：アメリカ預託証券）方式で，アメリカ証券市場でその

売出し，米国会計基準に基づく連結財務諸表を公表し 5，現在，米国でのADRの売出しはなされ

ていないものの，今日まで，引き続き有価証券報告書は，米国会計基準に基づいて作成した連結

財務諸表を利用して開示している。なお，日本企業で最初に連結財務諸表を作成した会社は，ソ

ニー株式会社であり，ソニー株式会社は日本で最初に米国でADRを売り出した会社である 6。す

なわち，東芝が米国基準で連結財務諸表を公表したのは，日本において連結財務諸表の作成が義

務付けられた時期よりも前であり，連結財務諸表の開示に関しては，先進的な企業であったこと

が伺える。

第三節 米国会計基準における連結範囲規制

ASC（AccountingStandardsCodification）810（Consolidation）10（Overall）15（ScopeandScope
Exceptions）に連結範囲規制に関する規定がある。

まず，810-10-15-3において以下のような規定がある。

「AllreportingentitiesshallapplytheguidanceintheConsolidationTopictodeterminewhetherand
howtoconsolidateanotherentityandapplytheapplicableSubsectionasfollows:
a．IfthereportingentityiswithinthescopeofVariableInterestEntitiesSubsections,itshouldfirst
applytheguidanceinthoseSubsections.

b．IfthereportingentityhasaninvestmentinanotherentitythatisnotdeterminedtobeaVIE,the
reportingentityshouldusetheguidanceintheGeneralSubsectionstodeterminewhetherthat
interestconstitutesacontrollingfinancialinterest.Paragraph810-10-15-8statesthattheusual
conditionforacontrollingfinancialinterestisownershipofamajorityvotinginterest,directlyor
indirectly,ofmorethan50percentoftheoutstandingvotingshares.Noncontrollingrightsmay
preventtheownerofmorethan50percentofthevotingsharesfromhavingacontrollingfinancial
interest.

c．Ifthereportingentityhasacontractualmanagementrelationshipwithanotherentitythatisnot
determinedtobeaVIE,thereportingentityshouldusetheguidanceintheConsolidationofEntities
ControlledbyContractSubsectionstodeterminewhetherthearrangementconstitutesacontrolling
financialinterest.」

これに従うと，連結範囲規制は以下のとおりである。

4 2016年6月22日に，東芝が関東財務局長に提出した2016年3月31日に終了する事業年度に係る有価証券報告
書では，「第5【経理の状況】1．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法（1）」において，「当社の連結財務諸表
は，「連結財務諸表の用語，様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸
表規則」という。）（平成14年内閣府令第11号附則第3項適用。）の規定により，米国において一般に公正妥当
と認められた会計基準による用語，様式及び作成方法に準拠して作成しています。」と記載されている。なお，
東芝が2017年5月15日にプレスリリースした「2016年度通期業績見通しに関するお知らせ」でも，米国会計
基準で連結財務諸表が作成される予定であることが示されている。

5 武田隆二『連結財務諸表』（1977年，国元書房）4頁参照。
6 武田，前掲書 4頁参照。なお，東芝のIR部（広報部）の説明では，ADRは，米国銀行が流通させたものであ

り，東芝と当該米国銀行との間に契約関係はなく，また，米国証券市場には上場したことはないとのことであ
る（2017年6月13日ヒアリング）。



38 県立広島大学経営情報学部論集 第10号

 全ての報告事業体は，他の事業体を連結するか否か，どのように連結するかを決定するた

め連結トピックのガイダンスを適用し，下記に示す適切なサブセクションを適用するもの

とする。

ａ．報告事業体が，持分変動事業体（VIE:ValuableInterestEntities，以下，VIEと言う）に該当

するのか否か判定し，VIEであれば，最初にVIEのサブセクションの規定に従い連結を行

う。

ｂ．報告事業体が，VIEのサブセクションの範囲ではない他の事業体への持分を有している場

合，報告事業体は，当該持分が，支配財務持分（controllingfinancialinterest）を構成するか

どうかを決定する。パラグラフ810-10-15-8では，支配財務持分の通常の条件は，直接又は

間接に，発行済議決権株式の過半数の議決権持分を所有する場合を指す。非支配権が，議

決権株式の50%を超える所有者が支配財務持分を所有することを妨げる場合があること

がある。

ｃ．報告事業体が，VIEの定義を満たさない他の事業体と契約上の経営契約関係を有している

場合は，当該報告事業体は，当該協定が支配財務持分を規定しているものか否かを決定す

るための契約サブセクションにより支配されている事業体の連結のガイダンスを使う。

次に，連結されている子会社が，連結範囲から除外される場合に関し，ASC810-10-15-10に以

下のような規定がある。

「Areportingentityshallapplyconsolidationguidanceforentitiesthatarenotinthescopeofthe
VariableInterestEntitiesSubsections（seetheVariableInterestEntitiesSubsectionofthisSection）as
follows:
1．Amajority-ownedSubsidiaries-allentitiesinwhichaparenthasacontrollingfinancialinterest-shall
beconsidered.However,thereareexceptiontothisgeneralrule.
i．Thesubsidiaryisinlegalreorganization.
ii．Thesubsidiaryisinbankruptcy.
iii．Thesubsidiaryoperatesunderforeignexchangerestrictions,controls,orothergovernmentally
imposeduncertaintiestoservethattheycastsignificantdoubtontheparent’sabilitytocontrol
thesubsidiary.

iv．Insomeinstances,thepowersofashareholderwithamajorityvotinginteresttocontrolthe
operationsorassetsoftheinvesteearerestrictedincertainrespectsbyapprovalorvetorights
grantedtothenoncontrollingshareholder（hereafterreferredtoasnoncontrollingrights）.In
paragraphs810-10-25-2through25-14,thetermnoncontrollingshareholderreferstooneormore
noncontrollingshareholders.Thosenoncontrollingrightsmayhavelittleornoimpactonthe
abilityofashareholderwithamajorityvotinginteresttocontroltheinvesttee’soperationsor
assetsor,alternatively,thoserightsmaybesorestrictiveastocallintoquestionswhethercontrol
restswiththemajorityowner.

v.Controlexiststhroughmeansotherthanthroughownershipofamajorityvotinginterests,for
exampleasdescribedin(b)through(e).」

報告事業体が，VIEの定義を満たさない事業体に対しては，そのための連結ガイダンスを適用

するものとする。

1．過半数所有子会社，即ち親会社が支配財務持分を有している場合は，全ての事業体を考慮
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に入れるものとする。しかしながら，この一般的ルールの例外が存在する。

ⅰ．子会社が法的に改組（reorganization）の状況にある。

ⅱ．子会社が破産（bankruptcy）の状況にある。

ⅲ．子会社が外国為替の制限，統制，あるいは政府により課された不確実性の下で，活動し

ており，その外国為替の制限，統制，あるいは政府により課された不確実性が子会社を

支配する親会社の能力に重大な疑問がある場合。

ⅳ．いくつかの場合においては，被投資先の事業あるいは資産の支配する過半数の議決権持

分を有する株主のパワーが，非支配株主に対して認められた権利あるいは拒否権（今後

は，非支配持分権利として言及される）により，いくつかの点において，制限されてい

る。パラグラフ810-10-25-2～25-14においては，非支配株主は，1人あるいはそれ以上

の非支配株主に言及している。これらの非支配の権利は，被投資者の事業あるいは資産

を支配する多数の株主の権利にほとんど，あるいは，全く影響がない可能性がある。即

ち，一方で，これらの権利は，支配を多数株主が有しているか否かに関して生じる疑問

を，制限的としている可能性がある。

ⅴ．多数の議決権持分の所有を通じる場合以外の手段でも支配が存在する。

この中で，子会社がBankruptcyであれば連結範囲から除外されることが記載されている。

ここで注意しなければならないのは，以下の3点である。

① 米国会計基準における連結除外の規制は，特に典型的には“bankruptcy”のケース（破産

のケース）であると考えられ，米国連邦倒産法第11章の申立て，即ち，再生手続の時点

ではないと考えられること。

② DIPは“DebtorInPossession”の状態であり，債務者の経営者が引き続き経営に当たり，

日本の破産法のように，完全に管理が裁判所に移っているわけではなく，親会社との事

業・人事・財務の関係に大きな変化が生じているわけではないこと。

③ 親会社がDIPファイナンスの相当額を引き受けている場合などは，米国連邦倒産法第11
章の申立て海外連結子会社が，引き続き親会社にとってVIEとしての持分がなくなって

いるわけではないとも考えられること。

第四節 米国会計基準の導入から始まった日本基準の連結範囲規制の状況

日本に連結財務諸表が導入された当時の会計原則（以下，「1975年連結財務諸表原則」と言う。）

では，連結から除外する場合として，①更生会社，整理会社等有効な支配従属関係が存在しない，

②破産会社，清算会社，特別清算会社等継続企業と認められない，③過半数を一時的に所有する，

④連結により利害関係者の判断を誤らせるおそれがある，の4つを挙げ，また，重要性が乏しい

場合には連結の範囲に含めないことができるとされた（第三 一般基準 一連結の範囲 3（1）～
（4），「1975年連結財務諸表原則」注解1〔重要性の原則の適用について〕）。

日本の連結会計基準（当時）が参考にしたという，当時の米国会計基準 7では，ARB（Accounting
ResearchBulletins）第43号第12章により，外国会社（例えば，為替の統制や制限のある場合）

について，さらに，ARB第51号により，①支配が一時的，②少数株主持分が連結純資産に占め

7「1975年連結財務諸表原則」前文の二の1参照。
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る親会社の株主持分に比して相当大きい場合，③支配が過半数所有者に損しない場合（例えば，

子会社が更生会社又は破産会社である場合），④ある会社グループ構成において異質である場合

（いわゆる異業種で，例えば，製造業の金融業子会社の場合）については，連結を求めないもの

とされていた。また，同じく日本の連結会計基準（当時）が参考にしたという，当時のIAS
（InternationalAccountingStandards）第3号では，①支配が一時的，②資産及び営業に対する親会

社の支配が阻害されている状況に，連結の範囲から除外されるとされていた。また，異種業種に

ついては，連結財務諸表と子会社の個別財務諸表を提示した上で，連結の範囲から除外すること

ができるとされた。

その後，1975年連結財務諸表原則の適用に関し，いくつか，適用上の重要な問題が指摘されて

いたが，更生会社等や破産会社等の連結除外に関しても次のような指摘が行われていた。

「…更生会社等や破産会社等の連結除外については，そのような会社の状態が強調されすぎた

こと。更生会社のスポンサーとなる場合や親会社の実質的な監督下で清算が進められる場合に

は，連結対象に含めた方が適切な場合がある。ARB第51号では，支配が過半数所有者に存しな

い場合の例示として，更生会社と破産会社を挙げている。」8

以上のいくつかの指摘を踏まえ，現行の連結範囲規制は，いわゆる「支配力基準」に基づき連

結子会社の判定が行われている。破産法・会社更生法適用会社など，経営管理権が裁判所等に移

行し，有効な支配関係が存在しないと認められる企業は子会社に該当しなくなることがある。

しかし，逆にいうと，更生会社や清算会社であっても，有効な支配従属関係が存在している限

り，連結の範囲に含めるべきである 9ということになる。例えば，更生会社の製造技術等に着目

し，当該更生会社の株式の過半数を新たに取得して，親会社が中心となってその再建・拡張を推

し進めているような場合がある。また，親会社がその事業計画の達成又は変更により，ある子会

社を法律的には清算会社としているが，実質的には親会社の支配下にある休眠会社と異ならない

場合がある。このような場合には，いずれも，有効な支配従属関係が存在していると考えられる

ので，更生会社や清算会社といえども連結範囲に含めるべきである 10。

現在の倒産処理法分野において，子会社に該当するか否かに関し，検討が必要なケースの基本

的な考え方は，上記と同様であると考えられる。

特に，倒産処理法制の抜本的な見直し後においては，会社更生，民事再生，破産と法的手続が

違うことの意味が薄れてきているとの見方もあり 11，例えば，清算型破綻処理手続の典型である

破産手続の中でも，事業を継続して事業価値を維持しながら事業譲渡をするような法制の変更 12

及びケースも多くなっているという実情 13がある。

8 小宮山賢「連結範囲の基準差異を辿る」『早稲田商学』（第434号）（2013年1月）803頁。
9 朝日監査法人編『連結財務諸表の実務－関連法規等の解説と具体的会計処理－』（1996年8月1日，中央経済

社），23頁-24頁，26頁参照。 本書が出版された当時は，連結財務諸表原則・連結財務諸表規則は，持株基準
を採用していたため，子会社の定義には該当するが，連結範囲に含めるべきか否かという点が問題になってい
た。支配力基準を採用している，現行の連結財務諸表に関する会計基準のもとでは，そもそも子会社の定義に
該当するか否かが問題となる点に留意が必要である。

10 同上。
11 難波孝一，瀬戸英雄，永沢徹，杉本茂，名古屋信夫，小宮山満「座談会 大きく変わる会社更生手続」『会計・

監査ジャーナル』（No.647 JUN.2009）（2009年，第一法規）26頁，永沢（弁護士，あおみ建設申立代理人）
発言。

12 破産法第78条第2項，同法第93条3項による第78条第2項の準用。
13 難波孝一，瀬戸英雄，永沢徹，杉本茂，名古屋信夫，小宮山満，前掲書，26頁。
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したがって，子会社に該当すべき支配従属関係の範囲は，倒産処理法の改正により，会計理論

上及び会計法規上拡大しているものと解釈すべきであると考える。

また，特別清算 14の利用に関しては，清算株式会社の清算に際して，簡易で柔軟な清算手続の

可能性を提供するものであるが，実際には，このような手続の利用方法（本来型）だけでなく，

親会社が子会社の清算に際して，債権免除（貸し倒れ）の損金算入を可能にするため 15に使われ

る場合（対税型）も多いと言われている（「対税型」とは，親会社が子会社に対する債権をすべて

買い受けて簡易迅速に特別清算を終了させ，免除部分を損金算入できる税法上のメリットを享受

するもので，特別清算によらなければ「寄付金課税」をされる虞がある。）16。

このような，対税型の特別清算のケースは，親会社が子会社を支配しているからこそ成り立つ

法的関係と解釈すべきであり，会計理論上も，子会社に該当すべき特別清算会社と理解するのが

妥当と思われる。

清算型破綻処理手続における子会社の範囲が拡大しているのであれば，再建型倒産処理法に関

する分野においては，より子会社に該当する範囲は拡大したと考えるのが妥当である。

具体的には，会社更生法における「DIP型の会社更生」による場合，民事再生法による場合で

ある。

「DIP型の会社更生」とは，債務者が占有を継続し続ける“DebtorinPossession”という形で裁

判所の指導の下で会社更生法を適用する場合をいう，とされる 17。

会社更生法第67条第3項では，「裁判所は，第100条第1項に規定する役員等責任査定決定を

受けるおそれがあると認められる者は，管財人に選任することができない。」と規定していること

から，旧経営陣たる役員も（更生）管財人になり得ることが前提となっている。

しかし，長い間実務においては，かかるDIP型管財人は選任されてこなかった。

その理由としては，担保権の行使すら全面的に止めてしまう程の強力な効果を有する会社更生

手続（同法第47条第1項）においては，それとのバランス上，高度な公正さが要求されるため，

DIP型ではなく外部から選任された者が管財人につくべきと考えられたからと考えられてい

る 18。

こうした中で，民事再生法 19の立法等の要因により，実務上，経済的危機状態に至っても経営

権を手放すことに躊躇する経営陣は多く，その結果として，会社更生手続よりもDIP型を原則と

する民事再生手続の利用が好まれるという状態が発生し，会社更生手続という強力な倒産手続の

14 会社法第510条～574条，同法第879条～第902条。
15 法人税法第52条第1項は，内国法人が，会社更生法の規定による更生計画認可の決定に基づいてその有する

金銭債権の弁済を猶予され，又は賦払により弁済される場合その他の政令で定める場合その他の政令で定める
場合において，その一部につき貸倒れその他これに類する事由による損失が見込まれる金銭債権（以下，「個
別評価金銭債権」という）のその損失の見込額として，各事業年度において，損金経理により貸倒引当金勘定
に繰り入れた金額のうち，当該事業年度終了の時において，取立て又は弁済の見込がないと認められる部分の
金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は，当該事業年度の所得の金額
の計算上，損金の額に算入する，としている。これは，個別金銭債権についての貸倒引当金であり，個別貸倒
引当金と法人税法上定義されている。
その他政令で定める場合に関しては，法人税法施行令第96条第1項において，更生計画認可の決定，再生計
画の認可の決定，特別清算に係る協定の認可の決定などが規定されている。

16 田頭章一『倒産法入門』（2006年6月15日，日本経済新聞社）36頁参照。
17 難波，瀬戸，永沢，杉本，名古屋，小宮山 前掲書17頁，小宮山（公認会計士，日本公認会計士協会経営研

究調査会担当常務理事）発言。
18 柴原多「DIP型会社更生事件と債権者の意向」『事業再生ニュースレター』（2009年8月号）（西村あさひ法律

事務所）1頁参照。
19 平成11年（1999年）12月22日法律第225号（最終改正 平成26年（2014年）6月27日法律第91号）。
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有効利用を阻むことになりかねないという懸念が，裁判所において生じた 20。

そこで，東京地方裁判所民事8部は会社更生手続を利用しやすくすべく2008年12月にDIP型
管財人の選定基準を法律雑誌 21に発表するに至った 22。

当該法律雑誌記事の執筆者の1人である東京地方裁判所民事第8部 部総括判事の難波孝一氏

は，この発表に関して，その趣旨を説明している 23。

但し，DIP型会社更生が認められる条件に関しては，東京地方裁判所民事第8部から以下の4
つの条件をすべて満たすことが必要であることが示されている 24。

ａ）現経営陣に不正行為等の違法な経営責任の問題がないこと。

ｂ）主要債権者が現経営陣の経営関与に反対していないこと。

ｃ）スポンサーとなるべき者がいる場合はその了解があること。

ｄ）現経営陣の経営関与によって会社更生手続の適正な遂行が損なわれないこと。

DIP型の会社更生のケースにおいては，現経営陣が管財人として残り，また，スポンサーが親

会社，親会社の緊密者 25，同意者 26，子会社，関連会社等である場合は，親会社と当該DIP型会

社更生法被適用子会社との間には支配従属関係は遮断されているとは言えない場合があると考え

られる。

すなわち，この場合は，当該DIP型会社更生法適用子会社は，親会社の子会社と考えるのが妥

当である。

民事再生法被適用子会社においては，以下の理由により，原則，親会社と子会社の支配従属関

係は遮断されない場合は比較的多いと考えるのが妥当である。

ａ）監督委員の監督を受ける場合はあるが（民事再生法第54条以下），再生手続が開始された

後も，再生債務者が業務を遂行し，その財産を管理する権限を継続できること，

20 柴原，前掲書 1頁参照。
21 難波孝一，渡部勇次，鈴木謙也「会社更生事件の最近の実情と今後の新たな展開－債務者会社が会社更生手続

を利用しやすくするための方策－DIP型会社更生手続の運用の導入を中心に－」『旬刊金融法務事情』1853号
（2008年12月15日，きんざい），24頁～39頁，同 『NBL』895号（2008年12月15日，商事法務），10頁
～24頁。

22 柴原 前掲書 1頁参照。
23 難波，瀬戸，永沢，杉本，名古屋，小宮山，前掲書，17頁～18頁，難波（東京地方裁判所民事第8部 部総

括判事）発言。
24 難波，瀬戸，永沢，杉本，名古屋，小宮山，前掲書，18頁，難波発言。「平成20年12月31日までは，会社更

生手続を開始する以上は経営陣の総取替えが行われてきました。会社の経営に当たっている人は，最後の最後
まで自分の力で会社が生き延びる道を探そうとしていますが，結局は万策が尽きて初めてほかの人に経営権を
譲ろうということで会社更生の申立てをするのが通常でした。これまでの会社更生事案を見ていると，現経営
陣に本当の責任があるのかとの思いもありました。倒産に至った責任は大なり小なりありますが，すべての案
件で辞める必要があるのだろうか疑問がないわけではありません。会社が倒産したときに民事再生にいく事案
は経営陣には問題がなく，会社更生にいく事件は問題があったとまでいえないのではないかと思ったりしてい
ました。そのようなことを考えているうちに，せっかく会社更生法の67条と70条でDIP型が認められている
のだから，経営意欲に燃えている現経営陣には事業を続けてもらい，法律的な面は弁護士のサポートを受ける
というZIP型で会社更生手続を進めるということも事案によっては，あるのではないかと思った次第です。先
ほどから会社更生手続はスピード感に欠けるといわれておりますが，どうしてスピード感に欠けるかという
と，第三者である弁護士の方が保全管理人，管財人として更生会社に入って1から全部調査をするからだと思
います。DIP型で行えば更生計画認可まで6か月でできるのではないか，6か月と民事再生の5か月では1か
月しか違わないのではないかと思います。スピード感もあるし，事業の継続性という面でもDIP型は優れてい
るのでDIP型の運用を始めてみようと思った次第です。」

25 緊密者とは，「自己と出資，人事，資金，技術，取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同
一の内容の議決権を行使すると認められる者」を言う（「連結財務諸表に関する会計基準」第6項（3））。

26 同意者とは，「自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者」を言う（「連結財務諸表に
関する会計基準」第6項（3））。
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ｂ）民事再生の場合は，原則として組織上の変化は生じないため，手続開始後も株主総会もあ

り，取締役会・監査役会，会計監査人監査（会社法上の大会社の場合）もあること 27，

等。

第五節 米国連邦倒産法第11章の申立てと連結除外に対する私見

連結除外の理由として，東芝は，海外連結子会社同社が，米国連邦倒産法第11章に基づいて再

生手続きを裁判所に申し立てたことを理由に挙げている。

しかしながら，米国連邦倒産法第11章は，原則として，管財人は選任されず，債務者が財産を

管理しながら事業の継続を行う 28。このように，チャプター11手続の債務者のことを「占有を継

続する債務者」（debtorinpossession），いわゆるDIPと呼ぶ（再掲）29。債務者は，申立と同時に

又はその直後に，できる限り申立前と同様な状態で事業を継続するため，様々な事項について裁

判所に許可を申立て，これをファーストデイ・モーション（firstdaymotion）と呼ぶ。また，債務

者は，事業継続に必要な資金を確保するために，担保の対象となっている現金や銀行預金などの

現金担保（これをキャッシュ・コラテラル（cashcollateral）と言う。）の使用を裁判所に求め，ま

たDIPファイナンスによって新たな資金の借入れを行うべく裁判所に許可を求める 30。

つまり，チャプター11の申立て自体，即，東芝の当該会社に対する支配からの離脱が起こって

いるとは言い切れないとも考えられ，特に，今回のケースにおいては，申立てが行われた2017年
3月29日から間もない2017年3月31日に支配の離脱が確定しているとは考えにくく，東芝の連

結財務諸表から当該海外連結子会社を連結範囲から除外することは妥当とは言えないのではない

かと考えられる。

確かに，米国連邦倒産法第11章は，裁判所の監督のもと，倒産会社の経営陣が事業を継続しな

がら進める再生手続きである。

日本の民事再生法との類似が指摘されることもあるが，最大の相違は，米国連邦倒産法第11章
による手続きは，申し立てと同時に再生手続きに入り，債権者のほぼ全ての債権回収行為が禁止

される点である。

いずれにせよ，少なくとも2017年3月31日（2016年度末）においては，米国連邦倒産法第11
章申し立ての時点の経営陣が残って手続きを継続するため，前述の日本のDIP型会社更生法被適

用会社ないしは日本の民事再生法被適用会社と同様，支配の継続があるとみて，WECグループを

継続して連結子会社とすべきであり，東芝のWECグループ非連結子会社化は妥当ではないと考

えられる。

なお，2017年3月29日の東芝の「当社海外連結子会社ウェスチングハウス社等の再生手続の

申立について」と題するプレスリリースにおいて，米国連邦倒産法第11章申し立て後も，“…事

業継続のために，WECは800百万米ドルの第三者からのファイナンス（DIPファイナンス）を確

保し，当社はそのうち200百万米ドルを上限として債務保証を提供する予定です。…”と主体的

な事業継続への取り組みの意思を示しており，この点も，WECの非連結化を正当化する理由にな

27 難波，瀬戸，永沢，杉本，名古屋，小宮山，前掲書，22頁，瀬戸（弁護士，クリード監督委員兼調査委員）発
言参照。条文としては，民事再生法第183条の3第1項等参照。

28 阿部信一郎『わかりやすいアメリカ連邦倒産法』（2014年6月10日，商事法務）14頁。
29 同上。
30 同上。
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らない点があると指摘でき得る。

また，今後，800百万米ドルのDIPファイナンス予定時における，その申出者の構成及び金額

によるが，200百万米ドルのDIPファイナンスの出し手である東芝及び東芝の連結子会社又は（並

びに）代理人が，primarybeneficiary（主たる受益者）（ASC810-10-20）となる余地があるが，ファ

イナンスの状況が明確になっていないため，VIEの観点からも，2017年3月31日（2016年度末）

において，WECグループを連結除外することは，時期尚早で妥当ではないかと考えられる。
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