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会社の設立・解散、買収・売却

従業員の雇用・解雇

共同決定
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会社の種類・組織・ガバナンス

注: 本セミナー資料にはドイツ法に関する一般的な情報が含まれています。それは法律相談を意味するものではなく、また個別の法律相談に 代わるものでもありま
せん。とくにここに含まれる情報の的確性、適切性、完全性については責任を負いかねますのでご了承下さい。
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Employment and Dismissal of Employees

Co-Determination Rights
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4

Company Forms, Structure and Governance

Note: This seminar material contains general information about German law. It does not mean legal counsel, nor does it 
replace individual legal counsel. In particular, we are not responsible for the accuracy, appropriateness and completeness of
the information contained in this presentation. 
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1.1会社の種類
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ドイツにおける主な企業の種類

 資本会社 (Kapitalgesellschaft)
 株式会社 (Aktiengesellschaft, AG)
 有限会社 (Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GmbH)
有限責任事業者会社 (Unternehmergesellschaft, UG)

 人的会社 (Personengesellschaft)
 合名会社 (Offene Handelsgesellschaft, OHG)
 合資会社 (Kommanditgesellschaft, KG)
有限合資会社 (GmbH & Co. KG)

 その他「会社」ではない支所の種類
 支店 (Zweigniederlassung)
 駐在員事務所 (Verbindungsbüro)



1.1 会社の種類
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ドイツにおける種類別企業数（2016年12月31日現在）

 有限会社 1,219,452 80%

 合資会社 263,108 17%

 合名会社 23,815 2%

 株式会社 15,137 1%

 参考までに
個人企業（2017年9月30日現在） 2,158,708

日系企業の圧倒的多数もドイツの現地法人は有限会社の形態



1.1 会社の種類
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ドイツに有限会社が多い理由
 株式会社との比較

 監査役会は原則不要:機関は社員総会（株主総会）と取締役のみ

注:有限会社の出資者は「社員」と訳すのが適切だが、本資料においては便宜上、株式
会社の場合と同様に「株主」と訳す。

 少額資本でよい:２万５千ユーロ（株式会社:５万ユーロ）

 コントロールが容易:株主総会の指示権

 柔軟性:法令に違反しない限り定款の内容、機関の任務について自由に決めれる

 イメージ・信用:株式会社に劣らない

 上場を予定しない場合、ドイツにおいて株式会社を選択する理由はあまりない



1.1 会社の種類
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ドイツに有限会社が多い理由（続）
 人的会社・個人企業および支店・駐在員事務所との比較

 有限責任性・責任の遮断の可能性

 イメージ・信用



1.1 会社の種類
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ドイツに有限会社が多い理由（続）
 有限責任性・責任の遮断 (支店とGmbHの比較)

J KK

取引

顧客

J GmbH

責任

責任の遮断

ドイツ

J KK

取引

顧客

責任

J German  
Branch

責任の波及
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株式会社 (Aktiengesellschaft, AG)
 最低資本金は５万ユーロ

 株主の義務は株式の引受価額を出資することのみ、会社債権者に対しての責任は負わない

 組織:株主総会、監査役会、取締役会

J KK

J AG

株主総会

監査役会

取締役会
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有限会社 (Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GmbH)
 最低資本金は2万5千ユーロ

 株主は有限の間接責任を負う、それぞれの出資額が限度

 単純な組織:株主総会、取締役

J KK

J GmbH 取締役

株主総会
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有限責任事業者会社 (Unternehmergesellschaft, UG)
 2008年の改正により導入

 1ユーロの資本金で設立できる有限会社の一種

 2万5千ユーロの資本金に達するまで利益を蓄積する義務

 イメージ:スタートアップ起業者用の形態

 日系企業が事業者会社を利用した例は知られていない

 スタートアップ企業に投資する際、対象会社が事業者会社の形となっていることなどは
考えられる



1.1 会社の種類
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合名会社 (Offene Handelsgesellschaft, OHG)
 2名以上の無限責任社員から成る「会社」

 実態は民法上の組合

 社員は会社の債権者に対し無限の直接責任を負う

 法人も社員になれる

 合名会社自身は法人格を有さない



1.1 会社の種類
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合資会社 (Kommanditgesellschaft, KG)
 2種類の社員からなる合名会社（OHG）の一変形

 無限責任社員 (Komplementär, general partner):

会社の代表権および業務執行（経営）権

 有限責任社員 (Kommanditist, limited partner):

債権者に対し直接責任を負うが、出資額が限度

 税務上の理由からオーナー系の会社の形態として選択されることが多い

 合資会社は人的会社なので法人税がかからず（パス・スルー）、社員は合資会社からの
欠損（または所得）と他の源泉からの所得（または欠損）とを相殺できる



1.1 会社の種類
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有限合資会社 (GmbH & Co. KG)

 有限会社が無限責任社員になっている合資会社

 個人の無限責任を避けながら、会社を事実上単独所有し、かつ上記の人的会社としての税
務上のメリットを活用することができるので、特にオーナー系の会社で広く利用されてい
る

 日系企業による活用例はほぼないと思われるが、ドイツの取引先でこの形態をとるところ
がよくあり、実態についての問い合わせがよくある

 契約の主体はGmbH & Co. KG

 署名欄

 "A GmbH & Co. KG represented by its general partner A GmbH, in turn 
represented by its managing director X"
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有限合資会社 (GmbH & Co. KG) （続）
 例

 Mr A はKGの有限責任社員およびA-GmbHの社員である

 A-GmbH はKGの無限責任社員であるが、有限会社なのでMr Aの責任は有限である

 結果としてMr Aの責任は有限である

 A GmbH & Co KGはA-GmbHの取締役Xにより代表される

A-GmbH
A GmbH & Co. KG

Mr A

取締役 X



1.2 有限会社の組織
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有限会社における機関
 取締役 (Geschäftsführer)

 株主総会 (Gesellschafterversammlung)

 場合によっては:

 監査役会 (Aufsichtsrat)

 顧問会 (Beirat)

 その他、機関ではないが会社を代理できる者

 支配人 (Prokurist）

 商事代理人 (Handlungsbevollmächtigter）
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取締役 (Geschäftsführer, Managing Director)
 会社の業務を執行し、会社を代表する機関

 取締役の具体的な義務については1.5を参照

 株主である必要はなく、ドイツの居住者である必要もない

 人数についての法律上の規定は無いが定款で規定可能
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取締役（続）

 株主総会により選任・解任

 解任はいつでも理由なく可能

 注:雇用契約は別

 取締役会はない

 各自単独または共同の代表権を有す「代表取締役」

 ただし、取締役規則の規定をもってバーチャルな「取締役会」を創設することは可能

 役職

 CEO, CFO 等は法律上の概念ではない
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株主総会 (Gesellschafterversammlung, Shareholders‘ Meeting)
 会社の最高意思決定機関

 法定の決議事項（例）

 定款変更

 会社の合併・分割・解散

 年次決算書の承認

 利益処分

 取締役の選任・解任

 決議は通常株主総会で行われるが、株主全員の同意があれば書面における決議も可能
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監査役 (Aufsichtsrat, Supervisory Board)
 取締役の業務監督機関

 強制的設置監査役会

 従業員が500人を超す場合は設置が義務付けられる

 共同決定に関しては詳細は第4部を参照

 監査役会を任意で設置することも可能

顧問会 (Beirat, Advisory Board)
 管理評議会 (Verwaltungsrat) 等呼ばれることも

 権限等については、定款で決められる

 よく合弁会社で設置される

注:いずれの場合も利益相反の関係で取締役との兼任は原則不可
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22

支配人 (Prokurist）
 会社の業務に関してあらゆる裁判上および裁判外の法律行為を行う権利

 例外:不動産の譲渡と担保の設定はその権限が特別に付与された場合のみ

 株主総会決議に基づき取締役が付与する

 いつでも撤回可能

 商業登記簿への登記

 単独または共同代理権

 代理権の制限は第三者に対しては効力がない
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商事代理人 (Handlungsbevollmächtigter）
 営業全般、営業の一部あるいは営業に関する唯一の行為に関する権利
 以下の行為はその権限が特別に付与された場合のみ可能
不動産の譲渡と担保の設定
手形債務の引き受け
貸し入れ
訴訟の遂行

 付与は取締役による。営業全般に関する商事代理権の付与には内部的には株主総会決議が
必要。

 いつでも撤回可能
 商業登記簿への登記は不要
 単独または共同代理権
 代理権の制限は第三者に対しては原則として効力がない
 例外:第三者がその制限を知っていたか、知っていたはずの場合



1.3 有限会社におけるガバナンス
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100％ 子会社の場合
株主J = 株主総会

取締役1 取締役2 取締役3

選任・解任
指示権

取締役会はないが、取締役規則の規定をもって取締役のメンバーを総称しバーチャルな「取締役会」
（Management Board）を創設することは可能。たたし、その場合でも取締役は各自代表権を有する。
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合弁会社の場合

株主J

顧問会

株主D

取締役J1 取締役J2 取締役D1      

選任・解任

顧問、事前承認等

株主間契約

取締役提案権:J1、J2 取締役提案権:D1

選任・解任
指示権

株主総会
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取締役のコントロール
 代表権
 単独・共同?
 自己取引の可否?
 注:内部的な代表権の制限は対外的には効力がない

 株主の指示権
 取締役が複数の場合は「取締役規則」（Geschäftsordnung, Management Rules）を

もって各取締役の権限、役割の分担について規定可能
 事前承認事項の規定
 定款?
 取締役規則?
 雇用契約?
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必要書類
 選解任についての株主総会決議

 新規取締役が海外在住の場合は取締役の権利義務に関するインストラクション・レター

 登記申請書

 認証サインが必要。署名者は、新規取締役は全員。解任の場合は、既存の取締役。共同
代表権の取締役が署名する場合は、複数の取締役が署名する必要があることにも注意。

 認証の方法

ドイツ公証人

日本のドイツ大使館・領事館

日本の公証人（要アポスティーユ）

 できれば目撃認証

 代理認証の場合ドイツの商業登記簿が拒否するリスクがある
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善管注意義務

 「通常の商人に相当する注意義務」を計らって行動する義務

 経営判断において広範囲な裁量（いわゆる Business Judgement Rule）

忠実義務

 契約期間中の競合避止義務

 契約期間後の競合避止は契約による規定が必要

 秘密保持義務
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資本維持義務: 違法な株主への資本金の払い戻しの禁止

基本資金が半分以下に減少した場合株主総会を招集する義務

倒産手続開始の申請義務

 会社が支払い不能または債務超過になった場合

 遅滞なく、遅くても3週間以内

会計帳簿作成義務

上記の諸義務に違反した場合は

 会社に対する個人的な損害賠償責任

 損害賠償請求に関しては、株主総会で決定

 場合によっては刑事責任

 例:倒産の引き延ばし
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株主に対する情報提供・開示義務

税務署等に対する義務

税務申告・支払いの義務

源泉徴収義務

従業員の給与所得税

株主の配当に課税される資本収益税

同様に社会保険料（会社負担分）の支払い義務

未納の場合、個人的な損害賠償責任・刑事責任

第三者に対する一般的な義務

民法の一般原則（不法行為等）による責任

刑事責任
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2.1 会社の設立
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新設
 新しく会社を設立する
 期間:書類の準備を含めて新規登記まで４から６週間

ペーパー・カンパニーの買収
 業者によって用意された、すでに設立されている会社を買い取る
 過去、特にM&Aにおいて早急に特定目的会社(SPC(Special Purpose Company)・

SPV(Special  Purpose Vehicle))が必要な場合使用された
 期間:会社法上の手続きについては書類の準備を含めて変更登記まで約4週間、ただし登記

申請書提出後すぐに事業を開始できるという利点
 最近はペーパー・カンパニー買収後に使用する銀行口座開設の手続きに時間を要し、実質

上利点があまりなくなった

注:設立日は厳密には登記日なので、いずれの場合も「設立日」をコント ロール
することはできない
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公正証書（Beurkundung）と認証（Beglaubigung）の違い

必要書類・手続き（共通）
 本社発行の委任状

 代表取締役の認証サインが必要

 本社の商業登記簿謄本（アポスティーユ付き）とそのドイツ語の認証翻訳
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必要書類・手続き（続）（共通）
 定款（必然的な内容は、商号、事業目的、基本資金、代表権等）

 変更される度に公証人の面前で開催の株主総会が必要

 株主名簿 (Gesellschafterliste)

 管轄商工会議所による商号の認可

 新取締役が海外在住の場合: 取締役の権利義務に関するインストラクション・レター

 登記申請書

 有限会社の新取締役全員の認証サインが必要
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必要書類・手続き（続）
 新設の場合、その他

 設立総会議事録（公正証書が必要）

 株主名簿（Gesellschafterliste）

 25,000ユーロの資本金

 ペーパー・カンパニーの場合、その他

 業者発行の委任状

定款・取締役変更決議、SPAへの署名のために必要

 定款変更決議（公正証書が必要）

 SPA（持分売買・譲渡契約、公正証書が必要）

 ペーパー・カンパニーの買収価格（約28,000 ユーロ）
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手続きの流れ（概要）

ドイツ公証人前での手続き
• 設立総会
• 登記申請書への署名

新設

書類等の準備 注:登記待ちの期間に会社が事業
を 開始した場合、株主および取締
役が 個人的に責任を負う

事業開始

設立登記完了

事業開始

ペーパーカンパニー買収

変更登記完了

• 口座開設
• 資本金の払い込み
• 登記申請書の提出

ドイツ公証人前での手続き
• 定款・取締役変更決議
• SPAの締結
• 登記申請書への署名および提出
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その他必要な届出・許可
 許認可

 建設業、レストラン業等

 営業届 (Gewerbeanmeldung)

 日本人駐在人の滞在許可

 税務所等への届出

 労働局への事業所番号 (Betriebsnummer) の申請

 社会保険事務所・健康保険組合への届出

 労災保険の加入

 州中央銀行 (LZB) への資本取引報告書の提出
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解散事由
 通常のパターン:株主総会における解散決議

 その後清算手続きが開始する

 その他

 倒産

 裁判による解散命令（稀）

 定款に存在期間に関しての定めがある場合は、時期満了によって解散（稀）

 解散の代替案として、会社の休眠化も検討可能
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解散決議による解散の場合の手続き
 解散決議

 公証人による認証は不要

 解散により会社は「清算中の会社」 (GmbH in Liquidation, "GmbH i.L. " または GmbH 
in  Abwicklung, "GmbH i.A.") となる

 別途指名が無い限り取締役が清算人 (Liquidator) となる

 会社は存在し続けるが、会社の目的が清算に変更

 解散の公告

 清算人による商業登記簿への解散登記の申請

公証人による認証が必要

 連邦広報における公告
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解散決議による解散の場合の手続き（続）

 清算

 すべての会社債権者への弁済または担保が提供され

 解散決議より開始する1年の分配禁止期間が過ぎた後に

 残余資産の株主への分配

 商業登記簿への会社の抹消登記

 通常は清算人による抹消登記申請

公証人による認証が必要

 あるいは裁判所の職権による抹消登記

 会社の消滅 (Beendigung)
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41

清算と倒産の違い
 清算

 株主総会による解散決議によって開始される計画的な手続き

 会社債権者への債務をすべて弁済し、すべての契約関係を清算・終了した上で会社を抹消

 主体:株主総会が選任する清算人（多くの場合、既存の取締役が清算人として選任される）

 倒産

 取締役による倒産手続きの申請によって開始する手続き

 会社が債務超過または支払不能になった場合

 主体:倒産裁判所が選任する倒産管財人

 日系企業の子会社の場合、通常は清算

 注:清算手続き中に会社が倒産しないように親会社が資金を継続的に注入する必要
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倒産に関するコロナ関連の時限法:倒産申立義務の一時的な免除
 原則:支払不能・債務超過の倒産事由が発生した場合、取締役は遅滞なく倒産手続きを申

請する

 現状:新型コロナウィルス対策の時限法により、2020年9月30日まで、新型コロナウイル
ス感染拡大を原因とする倒産事由が発生しており、倒産事由を解消できる見込みがある場
合、倒産申立義務が原則として免除されている（2021年3月までの延⾧を議論中）

 2020年上半期の企業倒産数は8,900件で2019年上半期（9,690件）に比べ8.2%減（ドイ
ツの企業信用調査会社Creditreform （クレジットレフォーム）調べ）

 背景は上記倒産申立義務の免除及びその他、政府による様々な企業支援

 倒産申立義務免除の終了以降は倒産件数が著しく増加することが予測されている
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日系企業によるドイツにおけるM&Aは2000年頃から増え、2009年/2010年は金
融危機の影響で低水準となるが、2011年（震災）以降は増加傾向
2020/2019年の例（新聞報道等より）
 小森コーポレーションによるドイツの印刷後加工機械を手掛けるMBOグループの買収

（2020年）

 Kudanによる空間認識技術を開発するアーティセンスの買収（2020年）

 京セラによる

 Friatec社からのセラミック事業の買収（2019年）

 セラミック製品の製造・販売を行うH.C. Starck Ceramicsの買収（2019年）

 住友電工による焼結部品メーカーのSinterwerke Herneの買収（2019年）

 三協立山によるAluwerk Hettstedtからの棒材鋳造事業の買収（2019年）
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2020年:新型コロナウイルス感染拡大で急減速
 とくに日本における非常事態宣言（4月）以降

 案件の一時中断、新規案件の見送り

 進行中の案件でも

 サイトビジットが困難または不可能

 売手、対象会社側のVDR（バーチャル・データルーム）の準備の遅れ

 手続き、オークションが全体的に⾧引いている
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今後の傾向（予測）
 過熱気味だった売り手市場から買い手市場になる見込み

 買い手にとってチャンス

 日系企業によるドイツでの売却案件増加の兆候。コロナ以前の売却の例:

 パナソニックによる欧州で照明部品事業を手がける子会社「パナソニック ライティング
ヨーロッパ」（ドイツ）の売却（2020年）

 田淵電機によるトランスメーカーMarschner GmbH & Co. KGの売却 （2018年）

 シェアー・ディール vs アセット・ディール

 アセット・ディール案件が比較的増える可能性

従来は日系企業のドイツにおける企業買収の場合、約75%がシェア－・ディールで約
20％がアセット・ディール（残り５%以下は公開買付）
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会社の設立・解散、買収・売却

従業員の雇用・解雇

共同決定

1

2

3

4

会社の種類・組織・ガバナンス
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個別労働法と共同労働法の考慮が必要
Individual employment law and collective employment law to be considered

 個別労働法:雇用者と従業員間における個別の雇用関係に関する規定
Individual employment law: Regulations between employer and employee
concerning the individual employment relationship

 共同労働法:従業員の代理人（例:組合／事業所委員会）と使用者との間における規定
Collective employment law: Regulations between employee‘s representatives (e.g. 
unions/works council) and employer
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ドイツにおける従業員権利の理解の考慮が必要
Understanding of employee rights in Germany to be considered

 労働法上の権利意識が高く、法的権利は実際行使されることを前提に考えることが必要
High awareness of employee rights. It basically has to be assumed that legal 
entitlements will in fact be asserted by employees in practice.

 雇用者が辞めてもらう希望を示しても、ドイツ人従業員や現地取締役は契約を継続する法
的権利がある限りは辞めることを認めない傾向が強い。
When employer intends to get rid of employee (or managing director) still legally
entitled to continuation of the employment/service relationship, German 
employee/MD tends to insist on his/her right for continuation.
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雇用関係は様々な段階の規定によって規制されている
Employment relationships are governed by various layers of regulation

─ Constitution
憲法

─ Statutes
法律

─ Collective bargaining 
agreements
労働協約

─ Works agreements
事業所協定

─ Employment agreement
雇用契約

O
rder ofprecedence

優
先
性

Employer
雇用者

Employment 
relationship

雇用関係

Employee
従業員
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労働法の規則は従業員の保護を目的としている
Regulations of employment law intend to protect the employee

ドイツでは従業員の保護が非常に重視されている
Germany has a very high level of employee protection

例えば、次の事項に関する規則が存在する
For example, there are regulations regarding the following matters
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労働時間 Working time

最低賃金 Minimum wage

病気の管理 Sickness management

休暇（最低20日間（週5日勤務の場合）、通常30日まで）
Vacation (Minimum 20 days (based on 5-day week), usually up to 30)

解雇に対する保護 Protection against dismissal

平等待遇の義務 Obligation of equal treatment

データ保護 Data protection

共同決定権 Co-determination rights
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雇用契約 Employment agreements

一般的に前述の事項に関する様々な規定を含む
Generally contain various regulations on the aforementioned issues

法律規制、事業所協定及び労働協約は契約上の取り決めを制限する
Statutory law, works agreements and collective bargaining agreements limit
contractual arrangements

雇用契約は一般的に約款として見なされる:条項は明白で適切でなければならない
Typically general terms and conditions: Clauses must be transparent and 
adequate.
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雇用契約 Employment agreements （続）

一般的に雇用契約内には無効となり得る条項が含まれてしまうことがある。
Typically, employment agreements contain some provisions that might be invalid.

 理由は、ドイツ連邦労働裁判所における判例が甚だ変わりやすく、矛盾も多いため、雇用
契約内に法的に有効な条項のみを規定することがほとんど不可能となっているから。
Reason: As case law of the Federal German Labour Court is highly volatile and 
inconsistent, it is almost impossible to ensure that an employment agreement
contains only valid provisions.

 さらに、往々にして戦術的な理由から無効な条項を含むという意味がある。
Furthermore, employment agreements often contain invalid provisions for tactical
reasons.
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有期雇用 Temporary employment

正当な理由に基づいた有期雇用と、正当な理由なしの有期雇用の区別が必要
Distinguishment necessary between time limitation based on objective reasons and 
limitation without objective reasons

書面要請を満たさず雇用を開始した場合、雇用契約は無期限で締結されたとみなされる。通
常の解雇は解約の必要条件が満たされていれば（解雇保護法上の要請も含む）可能。
If employment starts without written agreement, employment is considered as
concluded for indefinite period. Ordinary termination possible subject to general
restrictions, in particular Dismissal Protection Act (Kündigungsschutzgesetz).

雇用関係が契約上の期限以降も実務上継続した場合も、無期限で締結されたとみなされる
If employment continues after expiry of agreed time limitation, it is also considered
as concluded for indefinite period
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有期雇用 Temporary employment （続）

正当な理由なしの有期雇用は、以下の条件においてのみ可能
Requirements for limitation without objective reasons are:

 期限は2年以内 Maximum length of two years
 期限の延⾧は3回に限って可能 Limitation can only be extended for three times
 過去に同会社に雇用されたことがないこと No previous employment with the

company

上記の条件が尊重されない場合、雇用契約は無期限で締結されたとみなされる
Failure to comply → employment is considered as concluded for indefinite 
period
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有期雇用 Temporary employment （続）

正当な理由に基づく有期雇用の例
Examples for limitation based on objective reasons
 一時的に必要とされる労働者（限定的なプロジェクトの場合など）

Temporary demand for job performance, e.g. limited project

 代替従業員（社員の病気、育児休業の間など）
Substitution, e.g. in case of illness, parental leave
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有期雇用 Temporary employment （続）

定年以降までの期間限定
Limitation based on work beyond retirement age

 定年による雇用終了以前:合意により雇用契約の終了延期は可能
Time-limited extension of employment beyond retirement age by agreement prior
to retirement possible

 その後複数の延期も可能
Further extension also possible 
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労働時間 Working time

労働時間法上の制限 Restrictions due to Working Time Act
 1日8時間、最⾧で10時間

8 hours daily, maximum 10 hours daily
 従業員に十分な休憩を与える義務、休憩なしで6時間以上労働させてはならない

Obligation to give employees sufficient rest time, employees must not work longer
than six hours without a rest

 日曜日および銀行休業日の労働の原則的禁止
In principle, employees must not work on Sundays and bank holidays

 勤務終了後、従業員は11時間以上のまとまった休養をとれるものとする
After termination of work, employees have to enjoy a sustained break of at least 
11 hours

労働時間法の違反に対しては、罰金が科せられる可能性もある
Violations against Working Time Act can be punished as administrative offence
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労働時間 Working time （続）

残業は基本的に代休もしくは残業代によって補填されなければならない。
Overtime generally has to be compensated by time off in lieu or remuneration.
 雇用契約においてすべての残業が給与でカバーされている旨規定できるのは、給与が社会

保険料算出のための所得上限（現在西ドイツでは6,900ユーロ）を超えている従業員のみ。
For employees with salary exceeding social contribution assessment threshold
(currently EUR 6,900 in Western Germany) possible to agree in employment
agreement that all overtime is compensated by regular salary.

 給与がそれ以下の従業員については、一部の残業のみ通常の給与ではカバーされていると
みなすことが可能。（契約上の勤務時間の10％はオーケーとされる。）
For employees with lower salary only possible to provide that part of overtime is
compensated by regular salary. (10% of contractual working time is said to be ok.)
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出張中の労働時間 Working time on business trips

次の2点に注意が必要
2 questions always to be evaluated carefully: 
 労働時間法に基づいた労働時間とみなされる範囲（従業員保護）

Working time pursuant to the Working Hours Act (employee protection)?
 雇用者は移動時間に対しても給与を支払わなければならないのか

Does the employer have to pay remuneration for the travel time? 
家から労働場所への移動時間は一般的には労働時間とはみなされない
Travel time between home and place of work is generally not working time 
従業員の就業時間内に行われた出張は補償されるべき出張として扱われる
Business travel that takes place during the employee’s regular working hours
indisputably constitutes a business trip that has to be remunerated. 
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出張中の労働時間 Working time on business trips （続）

従業員の就業時間外に行われた出張が労働時間とみなされるのか、そして補償されるべきか
どうかは様々な要素次第で決定される
Whether business trips outside the employee’s regular working hours constitute
working time and whether it has to be remunerated depends on various factor, i.e.:
 労働協約・事業所協定

Potentially collective arrangements/works agreements
 従業員の契約上の主要業務 Employee’s contractual main duties
 雇用者の指示により出張期間中でも発生する勤労義務

Employer’s instructions to work during travel time
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パートタイム労働の権利 Claim to part-time work

従業員数が15名以上であれば、勤務期間が6ヶ月を超えている従業員は労働時間の短縮
を要求できる
If an employee has worked for more than 6 months and more than 15 
employees are employed, they are entitled to demand reduction of working
time
業務上の理由で障害がない限り、雇用者は、この要求を受け入れなければならない
Employer has to comply with this demand unless barred by operational reasons
従業員の人数46名以上の雇用者:従業員は期間限定（1年～5年間）のパートタイム労
働を要求すればその後にフルタイム労働に戻る権利がある（2019年1月1日以来）
Employers with 46 or more employees: right of employee to request part-time 
work for 1-5 years with return to full-time employment thereafter (since 1 
January 2019)
育児パートタイムについては、下記育児休業についての説明参照
Regarding parental part time cf. explanation of parental leave below
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産前産後休暇 Maternity leave

妊婦の保護 Protection of expecting mothers

 一般的に出産6週間前及び出産8週間後までの間
Generally 6 weeks before and 8 weeks after birth

 母体及び胎児に危険がある場合 （診断書が必要）
In case of a risk for woman or child (medical certificate required)

 肉体的に負担のかかる労働、出来高払いの労働、危険物を取り扱う労働
Heavy physical work, piecework and work with dangerous materials

雇用者が不正行為をした場合、行性犯罪若しくは刑事犯罪とみなされることもある
Employer's misconduct can constitute regulatory or criminal offence
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産前産後休暇 Maternity leave （続）

解雇保護 Dismissal protection
 妊娠期間中から出産後4か月までの間

During pregnancy until 4 months after birth

 例外:監督機関が解雇に承諾をした場合（特別な事情がある時のみ）
Exception: competent supervisory authority allows termination (only exceptional
cases)
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育児休業 Parental leave

子供の3歳の誕生日まで育児休業をとる権利。3年のうち（誕生年によって）最高2年分は、
8歳の誕生日までの期間への後倒しが可能
Entitlement to parental leave until the child‘s third birthday. Up to 2 years of three
years period (depending on birth year of child) can be  shifted to later period until
eighth birthday.
育児休業中は、雇用関係は無給にて停止する
During parental leave, employment relationship is suspended without payments
従業員は独自に育児休業の期間を決定できる
Employee can determine duration of parental leave independently
育児パートタイムも可能 Parental part time also possible
育児休業・育児パートタイム後は、基本的に元の雇用関係に復帰 After parental leave / 
parental part time, basically return to original employment relationship
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試用期間 Probation period

最高6ヵ月 Max. 6 months

目的:従業員の仕事への適性を見極めること
Purpose: testing the employee‘s aptitude for the job

試用期間中の解雇は要件が緩和されている
Termination during probation period under simplified conditions: 
 雇用開始から最初の6ヵ月間は解雇保護は適用されず解雇保護法に基づいた解雇に際し

て特定な事由は求められない
No dismissal protection for the first 6 months of employment  dismissal does not 
require a specific reason in accordance with dismissal protection act

 告知期間は基本的に2週間 Generally notice period of 2 weeks
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最低賃金 Minimum wage

2015年1月1日より適用 In force since 1 January 2015 

少数の例外を除き、全ての従業員に実働時間ごとの最低賃金が支払われなければな
らない
With a few minor exceptions, the statutory minimum wage has to be paid
to every employee for each hour of actual work

最低賃金は時給9.35ユーロ（2020年8月現在）で段階的に引き上げられる
Minimum wage amounts to EUR 9.35 gross per hour (August 2020) and 
increases from time to time



3.2 従業員の雇用 / The Employment Relationship

68

最低賃金 Minimum wage （続）

(i) 軽微就業者（ii） 違法労働防止法において規定されている場所（工事現場、レ
ストラン、物流業界等）で働く従業員について、書面化の義務
Documentation obligation for (i) marginal employed employees and (ii) 
employees in sectors subject to Control of Unreported Employment Act 
(Schwarzabeitsbekämpfungsgesetz), e.g. construction, restaurant, or 
logistics industry
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ボーナス/変動的報酬 Bonus/Variable remuneration

ボーナスの計算式 Various forms of bonus calculation
 パフォーマンスを基にしたボーナス Performance-related bonus payments

 会社の業績を基にしたボーナス Bonus based on company results

 （相互に合意したか若しくは雇用者により決定される）ターゲットを基にした変動的報酬
Variable remuneration based on targets (either mutually agreed or determined by
the employer) 

 年次ボーナス（クリスマスボーナス等）
Annual bonus payments such as Christmas bonus, etc. 

 その他 etc.
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ボーナス/変動的報酬 Bonus/Variable remuneration （続）

従業者のボーナスが支払われるための資格はそのボーナスの種類及び性質による
Employee‘s entitlement to bonus payments depends on the form and 
nature of the bonus payment
繰り返しのボーナス支払いによる「慣習による権利」の発生のリスクの意識が必要。
雇用契約及び付与時点毎々での任意性の明白化などが必要であるが、権利発生を避
けるには十分でない可能性もある。
Awareness of risk of bonus entitlement due to company practice 
(betriebliche Übung) necessary. Explicitly stating voluntariness in 
employment agreement and every time when granting bonus necessary, 
but possibly not sufficient.
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休暇取得資格 Vacation entitlement

法定最低有給休暇:20営業日（週5営業日勤務の場合）
Statutory minimum vacation entitlement: 20 working days (based on a 5-days 
week)
通常、雇用者は追加の休暇を付与する。計25-30日の休暇が一般的。
Commonly, employers grant additional vacation; 25-30 days in total quite common
休暇は通常年内の消化が必要。運営上若しくは個人的理由により次の年の3月31日まで延⾧
させることができる。
Vacation shall be taken during the respective calendar year; transferrable until 31 
March of the following calendar year in case of operational or personal reasons
法定最低休暇にのみ強制方が適用されるため、法定最低休暇と契約上の追加付与分とを区別
して規定することが一般的
Usually deviating regulations in employment agreement for statutory minimum
vacation and additional contractual vacation, due to mandatory law applying only to
statutory minimum vacation
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病気の管理 Sickness management

従業員の速やかに病欠を報告する義務
Obligation of employee to report sickness immediately

通常、3日以上病欠した場合は従業員は医師の診断書を提出しなければならない
Usually, obligation to hand in medical certificate after 3 days of sickness

雇用者は一般的に最大6週間報酬を支払い続ける義務がある
Employer generally obliged to continue remuneration payment up to 6 
weeks

従業員は雇用者に病欠の理由を説明する義務は無い(医療秘密保持の原則)
Employee not obliged to inform employer about reasons for sickness
(principle of medical confidentiality)
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ホームオフィス Home Office

特定の合意なしでは、雇用者側も従業員側も、ホームオフィスを要求する権利はない
Without agreement, no right to demand home office for employer/employee
雇用者が一方的にホームオフィスを勤務地として指示することは基本的に不可（理由:従業
員のプライベート居住地の保護）
Employer's right to instruct basically not sufficient to determine home office as 
place of work (fundamental right to protection of the employee's private home)
従業員との個別の合意または事業所協定により導入可能
Introduction by individual agreement with employee or works agreement
新型コロナウイルス感染拡大に際しては、実務上多くの場合特定の合意なしでホームオフィ
スが導入された。緊急事態下で雇用者の一般的な指示権内だったかという議論もあるが、今
後の継続については法的根拠の整理が推奨される。
In practice, introduction of home office without agreement in many cases due to
COVID19 expansion. (Discussed whether employer‘s right to instruct covered this
due to emergency case, however for future clear legal basis recommended.
事業所委員会の共同決定権も考慮が必要
Co-determination rights of works council to be considered
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ホームオフィス Home Office （続）

ホームオフィスの課題 Special compliance challenges of home office work
 労働健康安全保護法が限定的なものの適用され、雇用者は合法性を確保する義務を負う

Occupational Health and Safety Act and Workplace Ordinance apply to a limited 
extent; compliance must be ensured by the employer

 データ保護法上の要件を満たすための技術的かつ組織上の対応が必要
Employer must take technical and organizational measures to ensure data 
protection

 労働時間法の要件の確保の責任は雇用者側が負うが、労働時間の記録義務は基本的に従業
員に課すことが可能
Employer responsible for compliance with Working Time Act, but obligation to 
record working hours can in principle be delegated to the employee



解雇のさまざまな種類 Different types of dismissal

通常解雇:告知期間をもっての解雇。解雇保護法が適用されない場合は解雇事由は
基本的に不要。解雇保護法が適用される場合は解雇保護法上の解雇事由が必要。
Ordinary termination: Termination under observance of notice period. If
Discmissal Protection Act does not apply, no specific reason necessary. If
Dismissal Protection Act applies, reason for dismissal pursuant to Dismissal
Protection Act required.
特別解雇:雇用関係は基本的に告知期間を待たずに直ちに終了する（例外的に告知
期間が必要なケースもあり）。特別解雇を妥当化する事由及び事由認識後の2週間
以内の解雇通知が必要。解雇保護法上の解雇事由は不要。
Extraordinary termination: Employment generally ends immediately
without notice period required (in exceptional cases notice period
necessary). Cause for termination required, and only possible within two
weeks after knowledge of the cause. Reason for dismissal in accordance
with Dismissal Protection Act not necessary besides that.

3.3 従業員の解雇 / Dismissal of Employees
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解雇に関する一般的要件 General requirements

書面における通知が必要 Notice in written form required

解雇の権限を持つ人物の直筆の署名が必要
Requires personal signature of person being entitled to dismiss the
respective employee
 問題:委任状 Problem: power of attorney

従業員による受領（または受領したとみなされること）が必要 Receipt (resp. 
assumed receipt) by employee necessary
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解雇に関する一般要件 General requirements （続）

告知期間 Notice period
 雇用者側の解雇の際の法定最低告知期間は勤続年数による

Minimum statutory notice period for dismissal by employer depends on seniority

 最短で暦月の15日・末日の4週間前、最⾧で月末の7ヶ月前までの範囲
Ranges from 4 weeks effective as of the 15th or the end of a calendar month, up
to 7 months effective as of the end of a calendar month

 試用期間中は、法定最低告知期間は2週間
Statutory minimum notice period during probationary period: 2 weeks
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解雇保護法に基づく解雇事由 Reasons for dismissal pursuant to Dismissal
Protection Act

従業員数が通常10人以下の職場では、特定の解雇事由は必要ない。（職業訓練者は従業員数に含
まない、パート勤務は勤務時間によって0.5、0.75人とされる。）
No reason for termination necessary in operations regularly employing 10 or less
employees (persons employed for vocational training do not count, part time employees
count as 0.5 or 0.75 depending on working time)

従業員数が通常10人を超える職場では、勤続期間6ヶ月以上の従業員には、解雇保護法が適用さ
れ、解雇は解雇保護法上の解雇事由に基づいてのみ可能
In operations with more than 10 regularly employed employees, German Dismissal
Protection Act applies to employees working more than 6 months in company  reason
for termination pursuant to Dismissal Protection Act required

可能な事由:業務上、従業員の行動上、従業員個人に関する理由
Possible reasons: operational reasons, behaviour of employee, person-related reasons
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(i) 業務上の事由による解雇 Dismissal due to operational reasons

要件 Requirements:
(1) 事業上の決定 Entrepreneurial decision

(2) 他の雇用の機会がないこと No other employment possibility

(3) 社会的選択 Social selection
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(1) 事業上の決定 Entrepreneurial decision

例 Examples:

 職階級レベルの縮小 Cutback of a hierarchy level

 従業員削減 Staff reduction

 会社の（一部）閉鎖 (Partial) Closure of the company

 外部委託 Outsourcing

事業上の決定は雇用者に一任され、裁判所による再検討は不可
Entrepreneurial decision is up to the employer and will not be reviewed by court
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(2) 他の雇用機会がないこと No other employment possibility

会社における他の雇用の機会がないか検討する義務（職場自体に限らず）
Possibility of further employment in the company (not only business facility) has to
be examined

空席のみが対象、社会的保護の必要性が低い他の従業員を解雇する義務はない
Only vacant work places count; no duty to dismiss another employee with a lower
level of social protection
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(3) 社会的選択 Social selection

次の判断基準を十分に考慮しなければならない
Sufficient consideration of following criteria
 年齢 Age
 勤務年数 Seniority
 扶養義務 Maintenance obligations
 障害 Severe disability
 多くの場合:ポイント制度 Scoring system
一定の裁量の幅 Certain margin of discretion
社会的選択で考慮の対象としなければならないのは比較可能（置き換え可能）な従業員のみ
Only comparable (=replaceable) employees have to be taken into consideration in 
the social selection process
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(3) 社会的選択 Social selection （続）

実際の比較可能性: 職場に関連する判断基準が重要（当人の技能からして別の従業員の代替
となり得るか）
Actual comparability: work place-related criteria are important; due to his skills one
employee can replace another
法的比較可能性: 従業員の雇用契約に違反せずに雇用者の指示権限を根拠に従業員を別の
職位に異動させることができるか
Legal comparability: due to the employer's instruction authority an employee can
be moved to another position in compliance with his employment agreement
従業員の仕事の分野が限られれば限られるほど、社会的選択に含まれる従業員数は少ない
The more limited the area of work of an employee is, the less employees have to be 
included in the selection due to social criteria
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(ii) 従業員の行動による解雇 Dismissal due to behaviour of employee

(1) 従業員による契約違反 Violation of contract by employees
不履行 Non-performance
不十分な履行 Insufficient performance
企業秘密の漏洩 Divulgation of company secrets
雇用者に不利となる競争行為 Competition at the expense of the employer 
雇用者の財産損害 Damage to the employer‘s assets

(2) 利益均衡 Balancing of interests (proportionality)
通常は類似行為について警告済みであることが必要（解雇は最後の手段）

Generally necessary: prior warning of a similar behaviour (dismissal = last 
measure)
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(iii) 従業員個人の事由による解雇 Dismissal due to person-related reasons

 除去不可能な人的事由により、勤務義務履行へ支障が出る場合に適用
Inability to perform work due to unchangeable personal reasons
従業員に責任が無い場合にも適用 No negligence necessary

 会社にそれ以外の雇用機会が存在しないことは前提
Only possible if no opportunity for further employment in the company

 警告の必要なし No warning required
 主に適用事項は、従業員の病気 Main application field: illness
 ⾧期の病気 Long-term illness
 頻繁な短期の病気 Frequent short-term illnesses
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自宅待機期間 Garden Leave

仕事は免除されつつ給与の支払いは継続される状態のこと
Suspension from work under continuation of salary payments
一方的に命ずるには、優先する雇用者の利益が必要（例えば従業員による重要な契約違
反の場合）
Unilateral garden leave requires predominant interests of employer (e.g. in 
cases of severe violations of contractual duties)
実務においては、解雇通知の際、雇用期間終了までの期間の自宅待機を命ずることが多
い（法的には上記の通り比較均衡が必要なことに注意）
In practice garden leave often instructed with termination notice until end of 
employment (legally, above mentioned weighing of interest necessary)
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労働評価書 Reference Letter (Zeugnis)

従業員の労働評価書発行を要求する権利
Entitlement of employee to reference letter
従業員のその後の転職活動に支障をきたすものであってはならない
Qualified, benevolent work reference letter which does not hinder the 
employee‘s professional progress

主要内容 Main content
その会社での仕事の性質及び期間

Nature and duration of activity for the company
従業員の業務内容の詳細な説明

Description of employee´s activities
従業員の仕事ぶり、勤務態度への評価

Evaluation of performance and behaviour of the employee
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背景 Background

時短制度はコロナ以前から存在する
Short Time Work System has been existing already before „Corona“
時短勤務手当関連法（2020年3月13日成立）に基づいた連邦政府による時短勤務の促進に
関する法規命令（2020年3月25日に施行)により支給要件と支給範囲の緩和
Decree on Facilitation of Short-Time Work (of 25 March 2020) by Federal 
Government, based on Act on Temporary Crisis-Related Improvement of 
Regulations for KUG (executed on 13 March 2020), improves requirements and 
scope of allowance
2020年3月1日から2020年12月31日まで有効 Valid 1 March to 31 December 2020
時間勤務手当関連法は、政府に2021年12月31日まで法規命令発令の権限を付与
Act authorizes Federal Government to issue a decree until 31 Dec 2021
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時短勤務手当の条件 Requirements of short time allowance
(Kurzarbeitergeld、KUG）

報酬支払停止を伴う、顕著な仕事不足が一時的に生じている

Temporary, considerable loss of work with loss of pay
社会保険料の支払義務のある従業員が、社内で少なくとも一名いる

At least 1 employee subject to social insurance within the operation
対象となる従業員との雇用関係が継続している

Non-terminated employment relationship with the respective employee
労務局に対し仕事不足の届出を行っている

Notification of work loss to employment agency (Agentur f. Arbeit)  
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コロナ関連時限法による支給要件の緩和 Facilitation of requirements by
Corona related law

報酬減額を受けている労働者の割合を10％以上とする（従来は３分の１以上）
Loss of earnings must affect only 10% of workforce (instead of one third)

時短勤務手当を派遣社員にも支給可能とする
KUG can also be paid for lease employees

労働時間口座（Arbeitszeitkonto）を導入している事業所においては、残業による時間
残高（Zeitguthaben）を解消する必要はあるが、それ以上に時間債務（Zeitschuld）
を積み上げる形で労働時間を調整しなくても、時短勤務手当を支給可能とする
In operations with working time accounts, it is necessary to melt down time 
credits due to overtime, but not necessary to build up time debits
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コロナ関連時限法による支給範囲の拡大 Increase of scope of allowance by
Corona related law

時短勤務手当の本来の支給額は、手取り給与減額分の60％（子供がいる場合は
67％）、社会保険料算出のための所得上限（現在西ドイツでは6,900ユーロ）を超
える所得部分については対象外
KUG amount according to general rules: 60% of net wage loss (employees 
with child: 67%), income part in excess of social contribution assessment 
ceiling (currently EUR 6,900 in western Germany) is not subject to KUG

コロナ関連時限法により2020年12月31日まで適用される増額内容
Increase until 31 December 2020 due to Corona related law
 受給開始から四カ月目以降: 70％相当分に増額（子供がいる場合は77％ ）

70% from 4th month onwards (employees with child: 77%)
 受給開始から七カ月目以降: 80％相当分に増額（子供がいる場合は87％ ）

80% from 7th month onwards (employees with child: 87%)
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コロナ関連時限法による支給範囲の拡大 Increase of scope of allowance by
Corona related law （続）

コロナ関連時限法により2020年12月31日まで適用される増額内容 Increase until 
31 December 2020 due to Corona related law （続）
 2020年3月前から時短勤務手当を受けていた場合は、2020年3月から４ヵ月目または

７ヵ月目から増額
In case KUG started before March 2020, increase can be claimed from 4th 
resp 7th month after March 2020.

受給対象期間は連続した期間である必要はなく、一時中断されても、リセットされカ
ウントが再度スタートするわけではない。
Reference months do not have to be consecutive; interruptions in short-time 
working (even for more than 3 months) do not trigger a new start of the 
individual reference period

増額の対象は50％以上の給与減額の場合のみ
Increase applies only in case of loss of pay of at least 50% 
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コロナ関連時限法による支給範囲の拡大 Increase of scope of allowance by
Corona related law （続）

時短勤務手当に賦課される社会保険料について、労務局に全額負担させる（従来は
雇用主負担）
Social insurance premiums accruing for KUG can be borne entirely by the 
Employment Agency
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コロナ関連時限法による手当の範囲の拡大 Increase of scope of allowance by
Corona related law （続）

時短勤務手当の本来の支給期間は基本的には12ヵ月
Duration of KUG according to general rules: in principle 12 months
 1カ月以上の給付中断があった場合は、それに応じて期間が延⾧される

Interruptions of at least 1 month may extend period
コロナ関連時限法による支給期間延⾧
Prolongation of duration due to Corona related law
 時短勤務手当が2019年12月31日までに導入されていた場合、時短勤務手当は最大21ヵ月

受給可能、但し現時点では2020年12月31日までのみ受給可能
If short-time work was introduced until 31 Dec 2019, KUG can be drawn for up to 
21 months, but currently no longer than until 31 December 2020

 注意:3か月以上の給付中断が発生した場合や、2020年1月から3月までの間に12ヵ月の給
付期間が満了しその後も時短勤務を継続する場合は、再申請が必要となる。Note: Short 
time work must also be notified again in case of interruptions of 3 months or 
longer and/or if the 12-month period of entitlement has expired between January 
to March 2020 and short-time work has been continued thereafter
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時短制度を導入する場合の法的枠組み
Legal basis for introduction of short-time work

 契約上の主要義務へ重大な影響を及ぼすことから、時短勤務は、雇用主が（営業法106条
に基づく労務指揮権として）一方的に導入することは認められない

Due to its severe impact on main contractual obligations, short-time work cannot 
be introduced unilaterally by employer



3.4 時短制度 / Short Time Work

96

時短制度を導入する場合の法的枠組み （続）
Legal basis for introduction of short-time work

主な法的枠組み Main legal basis
 多くの場合、事業所協定 Frequently: works agreement 
 雇用主と労働者間の個別の労働契約

Individual agreement between employer and employee
 労働協約でも可能

Also possible: collective agreement 
 労働条件変更のための解雇も理論的には可能（解雇の要件が満たされている必要性があり、

係争に発展するリスクあり）
Theoretically possible: dismissal with option of alteration (Änderungskündigung) 
(preconditions for a dismissal need to be fulfilled and legal actions by employees 
expected)
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時短勤務中の新規雇用
Hiring of new employees during short time work

基本的には不可 Basically not possible

労務局の新規雇用についての事前同意が必要
Employment Agency must agree to new employment in advance

労務局は、正当な理由があれば雇用を認める
Employment Agency will agree if there is a factual reason for the hiring

 例:会社の事業継続に必要不可欠な専門性を持った人員の新規雇用

E.g. hiring of special professional indispensable for continuation of operations
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時短勤務中の解雇
Dismissals during short time work

時短勤務は原則として一時的な仕事不足における業務上の理由による解雇を回避することを
目的としており、⾧期的な仕事不足を前提とした業務上の理由による解雇は基本的に難しい
Short time work serves to avoid redundancies for operational reasons in case of 
temporary loss of work, dismissals based on operational reasons which require 
permanent loss of work generelly problematic
新しい事業上の決定により、⾧期的に勤務の場が失われる場合は、時短勤務中であっても、
業務上の理由による解雇が可能
Dismissals for operational reasons however possible during short time work if made 
on basis of new business decision that eliminates employment opportunity 
permanently
従業員の個人的な理由や行動を理由とする解雇は可能
Dismissals based on behavioural and person-related reasons remain possible
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日本の本社の就業規則をそのまま適用することは不可
Japanese employment rules cannot be applied ″as is″

労働条件の定めは原則として労働協約、事業所協定、雇用契約による
Employment conditions generally stipulated in collective bargaining
agreements, works agreements, employment agreements

懲戒処分 Disciplinary measures
 一方的な減給、謝罪の要求、無給の自宅待機の禁止

Unilateral salary reduction, request for apologies, unpaid suspension etc. not  permitted
 警告、有給の自宅待機、解雇は場合によって可能

Warning (Abmahnung), paid suspension (Freistellung), termination (Kündigung)  
permitted
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会社の設立・解散、買収・売却

従業員の雇用・解雇

共同決定

1

2

3

4

会社の種類・組織・ガバナンス
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Collective bargaining agreement (Tarifvertrag)

一般労働協約

Union
組合

Member
組合員

Employers‘
association
雇用者団体

Company 会社
(e.g. GmbH)

Member
団体員

Employment
agreement
雇用契約

Munich

Works Council

事業所委員会

Frankfurt a.M.

Works Council

事業所委員会

Works Council

事業所委員会

Düsseldorf

Employees
従業員

Company 
collective
agreement
会社労働協約

Works agreement
事業所協定

株主総会

監査役会

取締役

会社レベルの共同決定
Corporate 

Co-Determination

事業所レベルの共同決定
Operational 

Co-Determination
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会社レベルの共同決定 Corporate co-determination

株式会社(AG)および従業員数によっては有限会社(GmbH)にも適用
Concerns stock corporations (AG) and private limited liability companies
(GmbH) depending on the number of employees
監督役会メンバー中の労働者数は従業員数によって異なる
Number of workers in supervisory board (Aufsichtsrat) depend on number
of employees:
 従業員数が500人を超える会社では、監督役会の3分の1が労働者によって選任される

Companies with > 500 employees: (German "One-Third Participation Act”, 
Drittelbeteiligungsgesetz)

 従業員数が2,000人を超える会社では、監督役会の半数が労働者の代表者で構成
Companies with > 2,000 employees: 1/2 (German Co-determination Act, 
Mitbestimmungsgesetz)
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会社レベルの共同決定 Corporate co-determination（続）

監査役会の責任および権限
Responsibilities and powers of Supervisory Board
 取締役の任命および解任

Appointment and dismissal of management board members

 取締役の監督および指導
Supervision and guidance of the management board

 年次決算書の承認
Approval of the annual financial statement
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事業所レベルの共同決定 Operational co-determination

事業所委員会の目的と機能:従業員の利益の保護
Works council as a safeguard for interests of employee

従業員数が5人以上の場合に設立することができる
Works council can be established if at least five employees are employed

雇用者には事業所委員会を設立する義務はないが設立を阻止することもできない
No duty for employer to establish a works council but no possibility to block 
establishment

広範囲の情報請求権、協議権および狭義の共同決定権
Significant information, consulting, and co-determination rights

共同決定（広義）は、①個人的、②社会的および③経済的な事項に及ぶ
Co-determination concerns personal, social and economic issues
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事業所レベルの共同決定 Operational co-determination （続）

①個人的事項 Personal matters
 事業所委員会は、雇用過程における様々な段階で関与権利を持つ

Works council has to be involved in various stages during employment process

 人事計画、求人広告 Personnel planning, job advertisement

 人事アンケートの使用 Use of personnel questionnaire

 原則方針の指導 Guiding principles

 職業訓練 Vocational education
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事業所レベルの共同決定 Operational co-determination （続）

①個人的事項 Personal matters（続）
 新規雇用 / 職場変更 Hiring / Relocation

 事業所委員会の同意無しでの新規雇用または職場変更命令は無効
Hiring or relocation without consent of works council is void

 同意拒絶の際の通知期間は、雇用者による通知から1週間以内
Works council shall notify employer of refusal 1 week after informed by the employer

 拒絶の通知がなかった場合は、事業所委員会が同意したとみなされる
Otherwise, works council deemed to have given its consent

 労働裁判所による事業所委員会の同意代行が可能
Consent of works council may be replaced by the labour courts
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事業所レベルの共同決定 Operational co-determination （続）

①個人的事項 Personal matters（続）
 解雇 Dismissal

 解雇に先立ち、事業所委員会の意見を聴取しなければならない（広範囲の情報開示義務）
通常解雇・特別解雇などすべての解雇の際に適用
Works council has to be heard (extensive information) prior to every sort of dismissal
(ordinary termination or extraordinary termination)

 意見聴取が行われなかった場合、解雇は無効
If works council is not heard, dismissal is invalid

 ただし、事業所委員会の異議申し立ては解雇の有効性を妨げることはできない
Works council may object, however, an objection will not hinder the dismissal



4. 共同決定権 Co-Determination Rights

108

事業所レベルの共同決定 Operational co-determination （続）

②社会的事項 Social matters
 事業所委員会は様々な事項に関して共同決定の権利を有する（経営体規制法第87条第1

項）
The works council has a right of co-determination in several matters (Section 87 
para. 1 Works Constitution Act (Betriebsverfassungsgesetz - BetrVG))

 共同決定の権利を無視して行われた行為は無効
Legal consequence of ignoring co-determination rights: conducted action is void
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事業所レベルの共同決定 Operational co-determination （続）

②社会的事項 Social matters （続）
 例 Examples
 作業着 Working clothes
 禁煙・禁酒 Ban on smoking, ban on alcohol
 入口におけるセキュリティ検査 Security check at the gate
 出勤時のタイムカードの入力義務 Obligation to activate time card at entrance
 労働時間（時短制度導入を含む） Working time (including introduction of short time 

work)
 休暇規則 Vacation regulations
 時間外労働 Overtime
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事業所レベルの共同決定 Operational co-determination （続）

②社会的事項 Social matters （続）
 例 Examples
 労働時の従業員の監視 Monitoring of employees at work
 労働時のビデオ観察 Video surveillance at work
 従業員の監視を目的とした特殊ソフトウェアの導入

Installation of special software which is designed to monitor the employees
 タイムレコーディングシステム Time-recording system
 テレワーク Tele-working
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事業所レベルの共同決定 Operational co-determination （続）

③経済的事項 Economic matters
 多くの場合、事業所委員会は情報共有権のみを有し、発議権や狭義の共同決定権は持たな

い
In many cases works council has only information rights, but no initiative rights or
co-determination rights

 雇用者が「事業所変更」を計画する場合は、従業員数が20人を超える会社では、より強力
な共同決定権が発生する
More powerful co-determination rights in companies with more than 20 employees
with voting rights if employer plans change in operations

 「事業所変更」とは、事業全体または事業の一部の縮小や閉鎖、別の企業との合併、会社
分割など
Change in operations exists in case of downsizing or closure of the entire business  
or parts of the business, mergers with other businesses or demergers

 要件は、従業員のすべてまたは大部分に対する重大な不利益
Significant disadvantage for entire or considerable parts of staff required
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事業所レベルの共同決定 Operational co-determination （続）

③経済的事項 Economic matters （続）
 大量解雇が以下の数値に達した場合には、大部分の従業員が影響を受けたとされる

Considerable part of staff affected when the following numeric value of mass
dismissal is reached

(事業規模) Size of operation (当該従業員数) Affected employees

21 – 59 employees more than 5 employees

60 – 499 employees 10% or more than 25 employees

500 – 599 employees at least 30 employees

More than 600 employees 5% of employees or more
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事業所レベルの共同決定 Operational co-determination （続）

③経済的事項 Economic matters （続）

 事業所変更により、様々な法的義務が発生する
Change in operations leads to several legal consequences

(1)雇用者が事業所委員会との間で利益調整（契約）を締結する努力義務
Employer has to try to reach a balance of interests with the works council

(2)事業所変更により、当該従業員に経済的損失が生じる場合は、ソーシャル・プラン（社
会的補償プラン）を締結する義務
Employer is bound to conclude a social compensation plan if change in  
operations leads to economic losses for affected employees
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事業所レベルの共同決定 Operational co-determination （続）

③経済的事項 Economic matters （続）

 (1) 利益調整 Balance of interests
 目標:従業員の経済的不利益の回避

Goal: Prevention of economic disadvantages for employees
利益調整の内容:事業所変更の実施、時期、実施方法 Balance of interests determines
if, when and how a change in operations is being implemented

 事業所変更は、利益調整合意に「真剣に勤めた」後になって、 実施を開始することがで
きる
Change in operations can only begin after balance of interests was tried seriously

 合意できない場合は、仲裁委員会を招集することができる
In case of failure arbitration committee can be called

 但し、事業所委員会は利益調整の実現を強制することはできない
But: Balance of interests is not enforceable by works council
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事業所レベルの共同決定 Operational co-determination （続）

③経済的事項 Economic matters （続）

 (2) ソーシャル・プラン Social compensation plan
 目標: 経済的な損失の全部または部分的な填補

Goal: Social compensation plan shall mitigate economic disadvantages
 可能な内容 Possible content
補償金（退職手当） Severance payments
雇用および資格対策 Employment and qualification measures

 事業所委員会はソーシャル・プランの実施を強制することができる
Social compensation plan can be enforced by works council

 事業所変更の実施後でも、強制力は存続する
Enforceability even remains after implementation of change in operations
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DR. SHIGEO YAMAGUCHI

Rechtsanwalt (ドイツ弁護士), Partner

+49 211 13069-155

shigeo.yamaguchi@arqis.com

主な業務分野

経歴
1971年生まれ
2000年ドイツ弁護士登録

職歴
2000~2005: ハーマン・ヘンメルラート&パートナー法律事務所
2006~: アーキス法律事務所 （デュッセルドルフ） 、設立パートナー

学歴・司法修習等
ミュンヘン大学法学部卒
デュッセルドルフ大学法学部にて博士号取得
その他フライブルク大学法学部で学ぶ
ミュンヘン高等裁判所、ニューヨーク国際弁護士事務所等にて司法修習
在デュッセルドルフ日本商工会議所法務委員会専門委員

M&A
ジョイント・ベンチャー
会社法
企業再編

言語

日本語
ドイツ語
英語
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DR. MEIKO DILLMANN

Rechtsanwältin (ドイツ弁護士), Partner

+49 89 309055-600 

meiko.dillmann@arqis.com

主な業務分野

経歴
1979年生まれ
2010年ドイツ弁護士登録

職歴
2010~2014: アーキス法律事務所（デュッセルドルフ）
2013: Sojitz Europe plc法務部（ロンドン）に出向
2014~: アーキス法律事務所（ミュンヘン）

学歴・司法修習
1998~2004: フライブルグ音楽大学ピアノ科卒
2000~2005: フライブルグ大学法学部卒
2005~2007: ロンドン、ベルリン、フライブルグにて司法修習
2007~2010: フライブルグ大学法学部博士課程、京都大学法学部にて研究者と

して一年間滞在
2012: 博士号取得

M&A
ジョイント・ベンチャー
会社法
企業再編

言語

日本語
ドイツ語
英語
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DR. HENDRIK VON MELLENTHIN, LL.M.

Rechtsanwalt (ドイツ弁護士), Counsel

+49 211 13069-26456

hendrik.vonmellenthin@arqis.com

主な業務分野

労働法

言語

ドイツ語
英語
フランス語

職歴
2011~2017: KfW Banking Group（ドイツ復興金融公庫）、執行委員会部⾧
2017~:アーキス法律事務所（デュッセルドルフ）

学歴・司法修習
フライブルグ大学法学部、パリ第12大学（Université Paris XII）にて学ぶ
ロンドンUCL（ University College London ）にて修士課程修了
デュッセルドルフにて司法修習
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