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経営TOPICS

　愛知県が行なった“サムライ”と“忍者”に関する
イメージ調査では、世界におけるサムライの認知
度は95％を超えていました。さらに、『サムライが
現在も存在する』と思っている人は66.2％と、７
割近くになり、「日本に行けばサムライに会える！」
と考えている外国人が非常に多く、外国人にとっ
てとても関心の高いコンテンツであることがわか
りました。
　また、日本のサムライをテーマにした観光コン
テンツの中で、最も人気が高かったのは、実際に
サムライになったり、サムライの武術や作法を学
んだり、刀を持ったりできる体験型コンテンツで
した。
　具体的には、武術を体験できる（38.3％）、城の
中を見学できる（36.2％）、刀などの武具体験が
できる（35 . 5％）、本物のサムライに会える
（35 . 5％）、日本刀鍛錬実演を観覧できる
（ 2 2 . 3％）、サムライのコスプレができる
（22.2％）、甲冑合戦などのサムライショーを観覧
できる（21 . 8％）、茶の湯文化を体験できる
（21.3％）などが人気のようです。

　サムライ人気を背景に、日本殺陣道協会では、
簡易殺陣教室『クイックサムライ』が人気を博し、
売上を伸ばしています。2016年には1,500名の
外国人が参加し、2017年は7月末の時点で既に
約1,000人の外国人がサムライ体験を楽しんで
いるそうです。

　一方、体験型施設が増えていく中で、実際に体
験をレクチャーしたり、ショーをしたりする人が不
足しているという話もあります。
　そうした人手不足を見越し、小スペースで短時
間の体験エンターテイメントを提供しているのが、
新宿・歌舞伎町にある忍者体験施設『手裏剣道場 
新宿忍者からくり屋敷』です。30坪ほどの小さなス
ペースで手裏剣投げや殺陣の体験ができ、1,000
円の入場料で1時間楽しめるというお得感から、
外国人観光客だけでなく、日本人の子どもにも好
評で、予約が困難になるほどの人気ぶりです。
　外国にはない日本独自の魅力は、サムライや忍
者だけではありません。“体験型で楽しんでもら
う”という切り口があれば、現在ある商品やサー
ビスに結び付けられるきっかけは必ず存在しま
す。インバウンド需要をきっかけに、自社の商品や
サービスをもう一度、見直してみる必要がありそ
うです。

日本政府観光局が10月18日に発表した2017年1～9月の訪日外客数は、前年同期間比17.9％
増の1,797万人となりました。外国人観光客がもたらしてくれるインバウンド需要を増やすため
には、外国人のニーズをいかに把握し、コンテンツやサービスに活かせるかがカギとなります。

外国人向け“サムライ”ビジネスに学ぶ
体験型サービスの需要性

外国人の約７割は、
サムライの存在を信じている

体験型施設が大人気！



コンプライアンス違反倒産　件数推移グラフ

引用：「2016年度 コンプライアンス違反企業の倒産動向調査」

厳しい社会へ移行していることも原因なのかもし
れません。

　神戸製鋼の製品検査データの改ざん不祥事で
は、同社の部材を活用している中小零細企業にも
影響が出るのではないかと推測する意見が散見
されます。
東京リサーチの調査では、神戸製鋼の一次、二次
の販売先は合わせて１万1,466社です。同社の出
荷が停滞すれば、業績に大きな問題が出てくる企
業も少なくありません。
　これまで、企業不祥事には自社内部の対策が重
要視されていましたが、今後は、取引先が企業不
祥事で業務が滞ったり、倒産した場合のリスク回
避策も考えておくことが重要になってきます。取引
先の新規開拓だけでなく、情報収集にも力を入れ
ることが大切でしょう。

最近、東芝、日産自動車、神戸製鋼など大手企業の不祥事が大きく取り上げられ、話題になってい
ます。企業の不祥事は、社会的な信頼を失うだけでなく、経営にも大きな打撃を与えるため、倒
産に至るケースも少なくありません。では、どのようにして不祥事や連鎖倒産を防げばいいので
しょうか？

　帝国データバンクの調査によると、“粉飾決
算”、“業法違反”、“脱税”などのコンプライアンス
違反が原因で倒産する企業が増えているといい
ます。
　調査がスタートした2011年度のコンプライア
ンス違反倒産は159件でしたが、年々件数が増加
し、2016年度は250件で、過去2番目の多さとな
りました。2017年度上半期（4月～9月）は、106
件が判明しており、この見通しでいくと2017年
も200件を超える勢いだと調査では明らかにさ
れています。
　最も多かったコンプライアンス違反では、不正
経理などの粉飾決算が問題になっています。同調
査では、昨今の景気回復局面で企業活動が活発
化する中、コンプライアンスに歪みが生じている
と分析しています。さらに、不正を許してしまう企
業の体制や慣習に加え、コンプライアンス違反に

コンプライアンス違反倒産が250件
取引先の倒産が及ぼす影響とは？
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データで見る経営

2016年度は過去２番目に
不祥事倒産が多かった

取引先が不祥事を起こせば、
連鎖倒産になる可能性も
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新店舗オープン時や、店舗を改装するとき、陳列棚などの広告宣伝用の資産を知り合いから
譲り受けることがあります。寄贈を受けた場合の受贈益は、原則として収入計上しなければな
りません。では、販売業者における製造業者からの広告宣伝用資産等であっても、原則どお
りの処理になるのでしょうか？

　起業時の負担を減らすために、陳列棚やハン
ガーなどの広告宣伝用の資産を他人から譲って
もらったり、取引先から贈られたりすることがあ
るかもしれません。販売業者等が製造業者等か
ら、陳列棚のような一定の広告宣伝用資産の交
付を受けた場合、その資産の価額の2/3相当か
ら一定の金額を控除した金額が受贈益とされま
す。ただし、１回の受贈益が30万円以下の場合
は、受贈益をゼロとみなして会計処理することが
可能です。

【対象となる広告用資産】
①自動車（自動三輪車及び自動二輪車を含む。）
で車体の大部分に一定の色彩を塗装して製造
業者等の製品名又は社名を表示し、その広告
宣伝を目的としていることが明らかなもの

②陳列棚、陳列ケース、冷蔵庫又は容器で製造
業者等の製品名又は社名の広告宣伝を目的
としていることが明らかなもの
③展示用モデルハウスのように製造業者等の製
品の見本であることが明らかなもの

　なお、広告宣伝用の看板、ネオンサイン、どん帳
のように、主に広告宣伝だけに使われる資産につ
いては、受贈益を計上する必要はありません。

　
　では、雑貨屋をオープンする人を例に考えてみ
ましょう。取引先であるメーカーから、1個３万円
相当の陳列棚を４個贈られたとします。このとき
の受贈益は、３万円×４個×2/3で８万円となり
ます。１回の受贈益が30万円以下なので、受贈
益はゼロとして会計処理することができます。
　また、贈られた広告用資産は損金算入するこ
とも可能です。上記のケースを例に、１個12万円
の陳列棚を贈られた場合も考えてみましょう。
12万円×４個×2/3で32万円となるので、　受
贈益は32万円を計上し、広告宣伝用資産の費
用は１個あたり8万円となります。
　日数が経過すると価値が減っていく減価償却
資産は、1個あたりの取得金額が10万円未満の
場合、その事業年度に一時償却することもでき
ます。会計処理についてご不安な場合には、お問
い合わせください。
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広告宣伝用の資産をもらったら……
受贈益はかかる？ かからない？

税務・会計2分セミナー

2/3相当額が資産の受贈益に

計上した広告宣伝用資産は
減価償却で損金算入できる



働き手が不足している中で、魅力的で働きやすい職場環境を整えることは、優秀な人材を集める
ためにも必要不可欠です。中小企業の中では、すでに就業環境の改革を推進している会社もある
ようです。そこで、福利厚生を充実させた会社の事例や、ワークライフバランスを考えた柔軟な働
き方を後押しする助成金についてご紹介します。

　人口減少が進んでいます。生産年齢人口は、
2015年は7,708万人ですが、2029年には約
800万人減少する見込みです。近い将来、働き手
の都合に合わせて職場環境を変えなければ、人材
を採用することが難しくなってくるといわれていま
す。大手企業の働き方改革はなかなか進んでいな
いようですが、中小企業では、画期的な働き方改
革が進んでいる企業もあるようです。
　IT企業であるロックオンでは、“山ごもり休暇”と
名付け、年に一度、社員に連続９日間の休暇取得
を義務付けています。休暇中は、“山ごもり”の名に
ふさわしく、仕事に関するメールや携帯電話のや
りとりを禁止しています。「仕事の連絡が絶対に来
ないとわかっているからこそ、リフレッシュでき
る！」と社員の間で好評です。
　また、パートや派遣社員については、より柔軟な
働き方を提案している企業も多いようです。たと
えば、出勤日や就労時間を自由に決められ、事前
申告も不要なフリースケジュール勤務や、早朝勤
務を希望する高齢者が働きやすいよう、午前5時
から9時までの早期パートを導入しているところ
もあります。

　厚生労働省では、ワークライフバランスの考え
方に基づき、職場環境を改善した企業に対して
『両立支援等助成金』を支給しています。この助成
金にはいくつかコースがあり、好きなコースを選択
することができます。

　たとえば、『出生時両立支援コース』では、男性
が育児休業を取得しやすい職場づくりに取り組
み、実際、男性に育児休業を取得させた事業主に
助成金を支給しています。子どもが生まれてから
８週間経過するまでの間に、育児休業を連続14
日以上（中小企業は連続５日以上）取得した男性
従業員がいる会社が対象です。ただし、過去３年
以内に男性の育児休暇取得がない場合に限られ
ます。
　支給対象は、1年度につき1人までですが、1人
目（初年度）の育児休暇で中小企業の場合は最大
で57万円、２人目（２年度目）以降は14万2500
円が支給されます（労働生産性を向上させた場
合、さらに助成金が割増されます）。助成金を受け
取るためには、男性の育児休業取得について管理
職向けの研修の実施や、管理職による子どもが生
まれた男性従業員への育休取得の勧奨・促進を
行っていることが要件となります。
　こうした助成金を活用しながら、労働者にとっ
て働きやすい職場をつくっていくことが、今後重要
となってくるでしょう。

『両立支援等助成金』を活用しながら
福利厚生や働き方を見直そう
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従業員のニーズに合わせ
職場環境の変革に取り組む中小企業

職場環境を改善すると
助成金がもらえる

労務ワンポイントコラム



　職場におけるセクハラとは、職場内で
労働者の意に反する性的言動が行わ
れ、『拒否したことで解雇、降格、減給な
どの不利益を受けること』、『性的言動
により職場環境が不快となり、能力の
発揮に悪影響が生じること』と定義され
ています。つまり、被害者が不快に思う
性的な言動・行為を受け、就業環境が
悪化することをいいます。
　職場とは、会社内だけではなく、接待
の席や顧客の自宅、出張先、業務で使
用する車の中なども含まれます。また、
異性に対してだけでなく、同性に対して
もセクハラとなります。
　職場におけるセクハラは、主に２つの
分類に分けられます。一つは、対価型で
す。事業主や上司などが、労働者に対し
て性的な行為や言動をした際、労働者
がそれに抵抗したことで、解雇や降格、
配置転換などの不利益な行為を受ける
ことをいいます。たとえば、出張中の車
の中で上司が部下の身体を触ったとこ
ろ、抵抗されたために不利益な配置転
換をした場合などが、対価型に当たり
ます。
　もう一つは、環境型です。性的な言動
や行為によって、就業環境が悪化する
ことをいいます。たとえば、事務所内に
露出度の高い女性のポスターやカレン
ダーなどが掲示されており、それによっ
て、業務に専念できない場合などが相
当します。こうした職場におけるセクハ
ラが発生しないように対応するために
事業主には雇用管理上、講ずべき措置
が決められています。

　2014年の厚生労働省の調べによると、男女雇用機会均等法に関する相談
のうち、約半数に相当する45.4％がセクシャルハラスメント（以下、セクハラ）
についての相談だったことがわかりました。職場での女性の活躍を推進してい
くためにも、きちんと防止策を講じることが必要です。今回は、セクハラの定義
と防止策の義務付けについてご説明します。

　厚生労働大臣の指針により、事業主
には、10項目の施策を講じる義務があ
ります。主な内容を列挙します。

① 職場でのセクハラ防止に対する方針
を明確化し、労働者に対してその方針
を周知・啓発すること
② 相談・苦情に応じ、適切に対応する
ために必要な体制を整備すること
③ 相談があった場合、事実関係を迅速
かつ正確に確認し、適切な対処をする
こと
④ 相談者や行為者などのプライバシー
を保護し、相談したことや事実関係の確
認に協力したことなどを理由に、不利益
な扱いを行ってはならないと定め、労働
者に周知・啓発すること

　職場におけるセクハラは、被害者のみ
ならず行為者も退職・解雇となるケース
が少なくありません。双方にとってデメ
リットが非常に大きく、さらに事業主と
しても優秀な人材の退職は、事業を行
う上で大きな損失となります。セクハラ
が起きないよう、事前にきちんと対策を
取っておくことが大切です。
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社長が
知っておきたい

法務講座

職場における
セクハラの定義とは？

事業主として講ずべき
施策とは？



　一口に“高齢者”といっても、健康的な人もいれ
ば、介護が必要な人もいます。高齢者と一括りに
してしまっては、ニーズに合わせた商品開発が難
しくなってしまいます。そのため、いくつかの層に
分け、分析する必要があるのです。
　65歳～74歳までの“前期高齢者”と呼ばれるグ
ループは、比較的健康な人が多いといわれており、
他の世代と消費内容が重なる傾向があります。
　たとえば、ダイエットや美容を意識する若い女
性は、食事の際、脂質や糖質を抑え、野菜を多く
摂ることを好みますが、これは健康的な高齢者に
も共通することです。すでに若い女性向けに商品
開発を行っているのであれば、その商品を高齢者
向けに売り出すには、どうすればいいかを考えま
しょう。また、旅行のカテゴリーでも、前期高齢者
と富裕層には重なるところがあるはずです。
　70歳～80歳では、“不安”や“不便”を解消する
ための商品に対してニーズが高くなります。健康
な人でも年齢を重ねると体力が衰え、生活が不便

2030年には、人口の３割が65歳以上の高齢者になる日本。本格的に高齢化社会を迎えるにあた
り、新たなマーケットの開発を行なっていく必要があります。それでは、どのようにマーケットを開
拓していけば、高齢者のニーズに応え、市場を拡大していくことができるのか探っていきましょう。

シニア層は分割して
マーケティングする

高齢者が増えるにつれて
不足していくマーケットに着目する

になるため、不便を解消する商品の開発が求めら
れるのです。ただし、最も市場規模が大きいため、
同業他社による競争が激しいマーケットでもあり
ます。

　80歳を超えると介護サービスを活用する人が
増えてきます。この層の悩みは“不足”です。介護施
設や介護に携わる人材の不足は、すでに問題と
なっていますが、さらに、火葬場の不足により、火
葬まで数ヶ月待ちという事態の発生も予測され
ています。
　今後は、こうした介護や行政のサービスの不十
分さを補う商品や民間のサービスに注目が集
まってくるでしょう。たとえば、火葬の順番まで遺
体を安置する“ご遺体ホテル”など、今までにない
サービスが広がっていくはずです。“不足”がキー
ワードのマーケットは、同業他社が参入しにくい
部分だからこそ、狙い目ではないでしょうか。

高齢化が進むと、需要が高まるのは？
“不足”が予測される市場がポイント
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増客・増収の

ヒント
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　請求書は、自分で作成するか、相手からフォー
マットをもらい作成します。最近では、請求書の発
行と記帳ができるクラウドサービスもあります。
無料で活用できるものもあるので、非常に便利で
す。また、請求書を送付する際には、作成した見
本をメールなどで相手に確認してもらってから、
送るようにしましょう。送付後に誤りが見つかる
と、修正などで取引先へ迷惑をかけることになり
ます。
　請求書を発行する目的は、入金を確実に行っ
てもらうためです。入金先の口座番号などを正し
く記入し、取引先の締め日の前に送付するという
ことが重要です。締め日の後に送付すると、入金
が遅くなってしまう場合があるので、取引先の締
め日や入金予定日は事前に確認しておくといいで
しょう。

請求書を作成する際には、以下の9項目を記載しま
しょう。
① 送付する宛先
（会社名＋経理部もしくは担当者名を明記します）
② 請求書番号
（データ管理をするために番号をつけましょう）

③ 発行日
（一般的に、相手先の締め日を記載します）
④ 自社の会社名と捺印 
（正式な書類であることを証明するためです）
⑤ タイトル
（納品ごとに作成する場合は“請求書”、納品した
商品を1か月分まとめて請求する場合は“10月1
日～10月30日までの請求書”と記載するのが妥
当です）
⑥ 商品名と数量
（納品した商品名を、請求内容欄に記載します）
⑦ 合計金額
（請求金額をわかりやすいよう太字で明記しましょ
う）
⑧ 振込先
（支払い方法、銀行名、支店名、口座種類、口座番号
を記載します）
⑨ 振込手数料
（取決めがない場合は通常、支払う側が負担します）
⑩ 支払い期限
（取決めがない場合は通常、取引先の社内規定に
従います）

　郵送する際には、封筒に送り状、請求書、明細書
を同封しましょう。また、封筒の表面に“請求書在
中”と明記すると、取引先の人が請求書だとわかり
やすく、紛失や支払い漏れの防止になるので必ず
書きましょう。

起業をして、初めて商品が売れました。取引先の担当者から「請求書を送ってほしい」と
言われたのですが、書式や記載する項目に決まりはありますか？

取引先に送る請求書には
何を記載すればいい？QA&経営な

んでも

A
nswer

Q
uestion

取引先の締め日を確認し、
請求書を送付する

明記すべき必須項目とは？

フォーマットや書式は基本的に自
由です。請求書の書き方に“こうしな
ければいけない”という法律上のル
ールは存在しません。取引先の会社
に合わせたフォーマットで作成しま
しょう。
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