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ビル入居時はそのビルの登記

簿等をチェックしなくてはいけ

ません。多額の保証金や敷金を

差入れることになるのですから。 

家賃未払い作戦 

入居当初は問題なくとも、経

済環境の悪化によりビルオーナ

ーも危なくなっていきます。テ

ナントの心配は差入れた保証金

や敷金を取り戻せるかです。 

「このオーナーは危ない」と

思ったら行動に移します。家賃

未払い作戦です。 

オーナーとの同意の上での家

賃と保証金との相殺や、一方的

な家賃未払いによる最終的な保

証金との精算を考えます。(バ

ードレポート1999.2.15号参照) 

しかし突然にオーナーへの債

権者による家賃の差押が始まり

ます。家賃差押となってしまう

と相殺や未払いは認められなく

なってしまいます。 

家賃の差押には注意をしなく

てはいけません。「家賃はオー

ナーにでなく債権者に払え」と

裁判所が認めたことだからです。 

家賃差押を無視して、今まで

通りにオーナーあるいはオーナ

ーの指定する賃貸管理会社に支

払ってしまったとしましょう。 

すると債権者は再度請求して

きます。その請求に応じなくて

はいけません。つまり二重払い

になってしまうのです。家賃に

ついては供託するか債権者に払

うかを選択することになります。 

家賃差押となったにもかかわ

らず、差入保証金との精算をす

るために家賃未払いや相殺を続

けたとしましょう。それは債権

者に対しては効力がありません。 

テナントが家賃未払いなら債

権者はテナント相手に訴え、テ

ナント固有の財産に対しての強

制執行も可能です。家賃差押に

は家賃未払い作戦は通じなない

というのがこれまでの常識です。 

なお一方で、もしオーナーが

破産したら差入保証金や敷金は

法律上の破産債権となり、ほと

んど戻ってこないでしょう。 

敷金なら家賃未払い開始 

最高裁が流れを変えました。 

最高裁平成13年3月13日判決 

「抵当権者が物上代位権を行

使して賃料債権の差押えをした

後は、抵当不動産の賃借人は、

抵当権設定登記の後に賃貸人に

対して取得した債権を自働債権

とする賃料債権との相殺をもっ

て，抵当権者に対抗することは

できない」 

テナントが保証金(敷金では

ない)を差入れてビルを賃借し

ていた場合において、家賃差押

が始まったなら、そのテナント

は差入保証金と家賃との相殺を

すると主張しても、債権者に対

抗できない、ということをいっ

ています。保証金なら家賃未払

い作戦は通じないままです。 

最高裁平成14年3月28日判決 

「敷金が授受された賃貸借契

約に係る賃料債権につき抵当権

者が物上代位権を行使してこれ

を差し押さえた場合においても、

当該賃貸借契約が終了し、目的

物が明け渡されたときは、賃料

債権は，敷金の充当によりその

限度で消滅するというべき」 

「賃料の消滅は、敷金契約か

ら発生する効果であって、相殺

のように当事者の意思表示を必

要とするものではない」 

この最高裁判決は保証金でな

く敷金についてです。保証金は

オーナーへの貸付金と同じ債権

ですか、敷金は家賃未払いその

他を担保するための差入金です。 

この判決は大きな影響を及ぼ

します。未払いの家賃があれば

敷金に充当されて賃料債権が単

に消滅すると判決はいいます。 

つまり家賃差押をされても、

家賃未払いにして、すみやかに

賃貸借契約の解約をし退去をし

てしまえば、その家賃は敷金と

の清算が当然になされます。未

払いの賃料はその清算により消

滅してしまいます。 

その賃料債権が消滅した以上

は債権者は家賃差押の取りっぱ

ぐれになって当然、というこれ

までの常識と違う結論なのです。 

敷金(保証金でなく)差入中に

家賃差押となれば、テナントは

速やかに賃貸借契約解約し退去

し家賃を未払いにし、そして家

賃未払いにすることで敷金精算

をすることも考えられるのです。 
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通常のビル賃貸借契約では、

テナント破産時にはオーナーが

契約解除できることを定めてい

ます。しかしテナントでなくオ

ーナーが破産するとは誰も考え

ませんでした。 

今や多くのテナントの心配は、

「ビルオーナーが破綻するとど

うなるだろうか？」です。 

その最大の原因は「保証金」。

かつては家賃何10ケ月分、時に

は100ケ月分もの高額保証金の

やり取りが当たり前でした。 

これら高額保証金は、テナン

トからオーナーへの無利息貸付

金と同じであり、名目は保証金

でも単なる貸付債権と変わりま

せん。無担保が多いでしょうか

ら、オーナーが破綻すれば、回

収不能の可能性が高いのです。 

競売になれば勿論のこと、そ

うならなくとも借金だらけでお

金のないオーナーからの高額保

証金の返還は期待薄です。 

（名目は保証金であっても家

賃数ヶ月分での実質的には敷金

のものもあります。敷金部分に

ついては競売後の新オーナーが

引き継ぐケースもあります。） 

テナントの選択 

高額保証金が戻るか否かが心

配なテナントが取るべき選択は

何でしょうか。早めに保証金を

精算し、オーナーの競売等やや

こしくなる前にビルから退去す

ることです。具体的には、家賃

と保証金との相殺です。 

保証金が家賃20ケ月分とすれ

ば、20ケ月間家賃と相殺を続け

れば保証金はなくなります。 

「テナントさんにはお世話に

なったから迷惑をかけたくない。

銀行にもっていかれるくらいな

ら、保証金相殺を黙認しよう。」

といったオーナーもいます。（た

だし債権者からの家賃差押には

対抗できません。） 

しかし、保証金相殺に応じな

いオーナーも結構います。 

「オーナーとしては確かに苦

しい。しかし、テナントには家

賃支払義務がある。だから相殺

は許さない。ちゃんと払え。」 

さて、テナントはどうするで

しょう。オーナーが何と言おう

とも、賃貸借契約終了時には未

払家賃や遅延利息等は保証金と

相殺にになりますから、契約違

反と知りつつ、一方的に家賃未

払いを開始するしかありません。 

オーナーの選択 

テナントの家賃未払いは明白

な契約違反です。テナント側に

家賃と保証金を相殺する権利は

ありません。家賃未払いが続け

ばオーナーは内容証明等により

賃貸借契約を解除することにな

るでしょう。 

家賃未払が原因ですから、当

然に契約解除は有効であり契約

は終了します。その後のテナン

トは「不法占拠」となります。

その結果、オーナーはテナント

に対して損害金を求めることに

なります。 

ビル賃貸借契約で損害金は次

のような定めが多いようです。 

「本契約終了時から明渡完

了時まで、賃料の２倍相当額の

損害金を支払うものとする。」 

賃料の２倍相当額と定められ

ていれば、契約解除から明渡完

了日までは賃料の２倍相当額が

の損害金が蓄積され、最終的に

保証金から相殺されることにな

ります。家賃未払を開始し、契

約解除を経て、20ケ月分の保証

金を使い切るのには１年近くか

かるでしょう。 

最終決着 

オーナー側では、賃料収入が

２倍増になることになります。

ただし保証金相殺になるので現

金は入ってきません。 

テナント側では保証金が１円

も戻らないより、たとえ家賃は

２倍になったとしても、その保

証金から相殺したほうがいいと

いうことになります。保証金全

額を使い切ってから退去しよう、

ということになるでしよう。 

２倍相当額でなく単に「家賃

相当額の損害金」だったり、損

害金条項がなければ、家賃と同

額が損害金です。損害金が家賃

と同額となり、かつ最終的に保

証金から相殺されるのならテナ

ントは望むところになります。 

なお「家賃の５倍とか10倍」

との高額違約金は、公序良俗違

反として無効となるようです。 
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取立債権請求事件 

最高裁判所第一小法廷平成１２

年（受）第８３６号 

平成１４年３月２８日判決 

 

       主   文 

 

本件上告を棄却する。 

上告費用は上告人の負担とする。 

 

       理   由 

 

 上告代理人池田靖，同桑島英

美，同相羽利昭，同蓑毛良和，

同田川淳一，同堂野達之の上告

受理申立て理由について 

 本件は，抵当不動産について

敷金契約の付随する賃貸借契約

が締結されたところ，抵当権者

が物上代位権を行使して賃料債

権を差し押さえ，取立権に基づ

きその支払等を求めた事案であ

り，賃貸借契約が終了し，目的

物が明け渡された場合における

敷金の賃料への充当は，上記物

上代位権の行使によって妨げら

れるか否かが争点となっている。 

 賃貸借契約における敷金契約

は，授受された敷金をもって，

賃料債権，賃貸借終了後の目的

物の明渡しまでに生ずる賃料相

当の損害金債権，その他賃貸借

契約により賃貸人が賃借人に対

して取得することとなるべき一

切の債権を担保することを目的

とする賃貸借契約に付随する契

約であり，敷金を交付した者の

有する敷金返還請求権は，目的

物の返還時において，上記の被

担保債権を控除し，なお残額が

あることを条件として，残額に

つき発生することになる（最高

裁昭和４６年（オ）第３５７号

同４８年２月２日第二小法廷判

決・民集２７巻１号８０頁参照）。

これを賃料債権等の面からみれ

ば，目的物の返還時に残存する

賃料債権等は敷金が存在する限

度において敷金の充当により当

然に消滅することになる。この

ような敷金の充当による未払賃

料等の消滅は，敷金契約から発

生する効果であって，相殺のよ

うに当事者の意思表示を必要と

するものではないから，民法５

１１条によって上記当然消滅の

効果が妨げられないことは明ら

かである。 

 また，抵当権者は，物上代位

権を行使して賃料債権を差し押

さえる前は，原則として抵当不

動産の用益関係に介入できない

のであるから，抵当不動産の所

有者等は，賃貸借契約に付随す

る契約として敷金契約を締結す

るか否かを自由に決定すること

ができる。したがって，敷金契

約が締結された場合は，賃料債

権は敷金の充当を予定した債権

になり，このことを抵当権者に

主張することができるというべ

きである。 

 以上によれば，敷金が授受さ

れた賃貸借契約に係る賃料債権

につき抵当権者が物上代位権を

行使してこれを差し押えた場合

においても，当該賃貸借契約が

終了し，目的物が明け渡された

ときは，賃料債権は，敷金の充

当によりその限度で消滅すると

いうべきであり，これと同旨の

見解に基づき，上告人の請求を

棄却した原審の判断は，正当と

して是認することができ，原判

決に所論の違法はない。論旨は，

採用することができない。 

 よって，裁判官全員一致の意

見で，主文のとおり判決する。 

（裁判長裁判官 井嶋一友 

裁判官 藤井正雄 裁判官 

町田顯 裁判官 深澤武久） 

 

 

【文献番号】   ２８０６

０４９９ 

 

取立債権請求事件 

最高裁判所第三小法廷平成１１

年（受）第１３４５号 

平成１３年３月１３日判決 

 

       主   文 

 

本件上告を棄却する。 

上告費用は上告人の負担とする。 

 

       理   由 

 

 上告代理人置田文夫，同後藤

美穂の上告受理申立て理由につ

いて 



 

バｰドレポートのホームページ……http://www.bird-net.co.jp/ 

ビルオーナーの破綻…テナントがする家賃･保証金の相殺 

                          1999年2月15日 第244号    

               バｰドレポート 

このレポート第 244 号は､バードレポ

ート第 414 号(2002 年 9 月 2 日号)を

お読みの際の参考になさって下さい。 

 抵当権者が物上代位権を行使

して賃料債権の差押えをした後

は，抵当不動産の賃借人は，抵

当権設定登記の後に賃貸人に対

して取得した債権を自働債権と

する賃料債権との相殺をもって，

抵当権者に対抗することはでき

ないと解するのが相当である。

けだし，物上代位権の行使とし

ての差押えのされる前において

は，賃借人のする相殺は何ら制

限されるものではないが，上記

の差押えがされた後においては，

抵当権の効力が物上代位の目的

となった賃料債権にも及ぶとこ

ろ，物上代位により抵当権の効

力が賃料債権に及ぶことは抵当

権設定登記により公示されてい

るとみることができるから，抵

当権設定登記の後に取得した賃

貸人に対する債権と物上代位の

目的となった賃料債権とを相殺

することに対する賃借人の期待

を物上代位権の行使により賃料

債権に及んでいる抵当権の効力

に優先させる理由はないという

べきであるからである。 

 そして，上記に説示したとこ

ろによれば，抵当不動産の賃借

人が賃貸人に対して有する債権

と賃料債権とを対当額で相殺す

る旨を上記両名があらかじめ合

意していた場合においても，賃

借人が上記の賃貸人に対する債

権を抵当権設定登記の後に取得

したものであるときは，物上代

位権の行使としての差押えがさ

れた後に発生する賃料債権につ

いては，物上代位をした抵当権

者に対して相殺合意の効力を対

抗することができないと解する

のが相当である。 

 以上と同旨の見解に基づき，

本件建物について賃貸借契約を

締結した上告人と京都新建築株

式会社との間において上告人が

本件根抵当権設定登記の後に取

得した同社に対する債権と同社

の上告人に対する賃料債権とを

対当額で相殺する旨を合意して

いたとしても，被上告人による

物上代位権の行使としての差押

えがされた後に発生した賃料債

権については，上記合意に基づ

く相殺をもって被上告人に対抗

することができないとした原審

の判断は，正当として是認する

ことができ，原判決に所論の違

法はない。論旨は，採用するこ

とができない。 

 よって，裁判官全員一致の意

見で，主文のとおり判決する。 

（裁判長裁判官 千種秀夫 

裁判官 元原利文 裁判官 

金谷利廣 裁判官 奥田昌道） 

 

  


