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　起業したものの業績が伸び悩み、一度、会社勤めに
戻る決断をした場合でも、数年後に事業を再開する
可能性があるなら、『廃業』ではなく、『休業』という
選択肢もあります。

　法人を廃業させる場合は、廃業日を決めて解散
登記をし、財産の売却や現金化、債務返済などの清算
手続きをした後に清算結了登記を行います。
　また、税務署と市区町村に廃業を申し出るために
異動届出書を提出するほか、健康保険・厚生年金保険
適用事業所全喪届を年金事務所に送付して社会保険
に関する資格喪失手続きもしなくてはなりません。
税理士や司法書士、法務局などへのさまざまな手数
料を換算すると、かなりの出費が必要となります。

　一方で休業をする場合は、自治体や税務署に異動
届出書を提出するのみとなります。休業届という書類
はなく、この異動届出書に休業する旨を記載して提出
することが手続きとなります。この届を提出しても
登記はそのまま残っているので、法人は事業を行って
いないだけで存続していることになります。社会保険
関係については、休業届と同様に健康保険・厚生年金
保険適用事業所全喪届を年金事務所に送付して資格
喪失手続きをする必要があります。

　事業を再開したい場合には、休業の際と同様に、
異動届出書に事業を再開すると記載して自治体や
税務署に提出し、年金事務所に再度、健康保険・厚生
年金保険適用事業所届を提出します。あとは、通常
通りに確定申告をするだけになります。
　つまり、事業を再開する可能性があるのならば、
廃業よりも休業のほうがメリットが大きいといえます。

廃業よりも手軽で
費用もかからない

休業であっても生じる
『税務申告の義務』

　休業しても法人としては存続しているので、税務
申告の義務が生じます。
　所得がないので法人税の納付はありませんが、
地方法人税の均等割りについては納税しなければ
なりません。しかしこれも自治体によっては、休業状態
の法人については免除される場合もあります。青色
申告をしている場合には、所得がないからと税務
申告せずにいると、青色申告の承認を取り消されて
しまうので、忘れずに行いましょう。
　また、役員変更登記手続きも必要です。役員の任期
満了に伴って、役員変更の登記手続きをしなければ
なりません。休業中だからと手続きを怠ってしまうと、
100万円以下の過料が発生します。
　ほかには、法務局で数年に一度行われる“みなし
解散”にも注意しなければなりません。最後の登記
から12年が経過している休眠会社や休眠一般法人は、
法人としての実態がなく解散したものとみなされて
しまいます。まず、法務大臣による官報公告が行われ、
その旨が登記所から対象の法人に通知されます。
通知から２カ月以内に、まだ事業を廃止していない
旨の届け出か登記申請をしない限り、解散したもの
とみなされて、登記官により解散の登記がなされて
しまいます。

　法人の休業は、廃業に比べてコストも低く、事業を
再開する見込みがあるのであれば選択するメリット
は高いといえます。しかし、会社が存続しているとの
認識を持ち、登記や税務に関する手続きは事業を
行っている場合と変わらずに行う必要があります。
　廃業するか、それとも休業か。経営不振などで会社
の存続に迷ったら、今後その法人をどうしたいのか、
十分に検討しましょう。

経営不振で会社を閉じたいとしても、廃業にはさまざまな費用が発生します。事業から完全に
リタイアするわけではなく、将来事業を再開する見込みがある場合には、『休業』のほうがメリット
は大きいといえます。今回は、休業の仕組みや手続きについて、詳しく解説します。

業務は停止、でも会社は存続？
『休業』の意外なメリットとは

経営 TOPICS
CHECK 01 
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少子高齢化が進む日本。総務省統計局が発表した『人口推計』によると、2019年4月には65歳
以上の割合が28.3％となり、３人に１人が65歳以上の時代は着々と近づいています。今後の
労働力不足が懸念されるなか、日本の労働力人口はどう推移しているのでしょうか。

　総務省が発表した『統計Today No.139』によると、
15～64歳の“生産年齢”と呼ばれる人口は、1995年
の8,717万人をピークに徐々に下降し、2015年には
ピーク時に比べて1,000万人超減少の7,629万人と
なっています。2018年では7,451万人（総務省統計局
『人口推計』）ですから、今後も減少が続くことが予想
されます。この層の人口自体が少なくなれば、日本を
支える労働力自体が弱体化し、経済活動が停滞する
おそれも出てきます。

　一方、15歳以上の人口のうち『就業者』と『失業者』
を合わせた『労働力人口』は、2007年から2017年
まで概ね6,500万～6,700万人の間を推移してい
ます。東日本大震災後の2012年にはやや落ち込んだ
ものの、以降は増加傾向にすらあります。つまり、生産
年齢人口の減少に対し、労働力人口は大幅には落ち
込んでいないことがわかります。

　このうち、特に増加しているのが“65歳以上の労働
力人口”です。2012年と2017年を比較すると、男性で
約119万人、女性で約94万人が増加しています。これ
には、定年退職年齢や年金受給年齢の引き上げも影響
していると思われます。　
　また、“生産年齢”である15～64歳の女性の労働力
人口も増えており、2012年と2017年を比較すると
約74万人増となっています。この背景として、女性の
社会進出が促進されたと見ることもできますが、単身
世帯や子どものいない夫婦のみの世帯が増加して
いることの影響も考えられます。
　さらに、2014年からは外国人労働者も急増。2018年
には約146万人と、2011年の2倍以上の数値となって
います。
　こうした新しい層に今後の労働力としての期待が
集まります。企業には、あらゆる人材が働き続けられる
労働環境の整備が求められています。

生産年齢人口の減少を補える？
日本の労働力人口の現状

生産年齢人口の減少に対し、
労働力人口は減少していない

高齢者・女性・外国人に
労働力としての期待が集まる

で見る経営データ
CHECK 02 

労働力人口の推移（万人）
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労働者の解雇を巡って、労使双方が和解するために、使用者側から労働者側へお金が支払われる
場合があります。これを解決金といいます。では、解決金を払った場合、税務上の扱いはどうすれ
ばいいのでしょうか。解決金の支払いの決定方法と共にご紹介します。

　のちに労働裁判になって「不当解雇ではないため、
解決金を支払わなくてもよい」と判断されることも
ありますが、一度、労働審判になってしまったら、判決
による不当解雇の有効性・無効性にかかわらず、和解
のために解決金を支払う場合が多くあります。
　支払い金額はケースによってまちまちで、相場は
ありません。考え方としては、

（１）給与〇カ月分といった月給単位
（２）解雇期間中における給与分
（３）労働者側に過失があるとみなされる場合には、

使用者との間で責任割合を決める

などがあります。
　ただし、（１）（３）については、労働審判委員会の
心証によって決定される場合がほとんどです。また、
申し立て内容の有効性・無効性も判断の材料となり、
解決金の額は増減します。

労働者の不当解雇を巡って支払った
解決金の税務上の取り扱いとは？

解決金の支払い金額を決定する
判断基準とは？

2分セミナー税務・会計
CHECK 03 

　解決金として労働者側に金銭を支払った場合に
おいても、企業の源泉所得税の納付が免除されるわけ
ではありません。また、その一方で、解決金を退職
所得として企業が源泉徴収を行ったことを違法と
した例もあります。
　では、解決金として労働者側に金銭を支払った場合、
税務上はどのような取り扱いになるのでしょうか。
 
　ここで大切になってくるのは、労働者に支払った
解決金がどのような性質を帯びているか、しっかり見
極めることです。
　通常の給与と同様に、賃金としての性質が強いよ
うなら、源泉所得税の納付義務が発生します。解雇
期間中の給与分や未払い残業代などの請求がこれ
に当たります。この場合、退職を起因として一時的に
支払われるものであれば、“退職所得”に該当するこ
とになります。また、不当解雇と認定され、当該労働
者が復職をした場合には、過去の給与を支払ったと
いう考え方から、通常通り“給与所得”とみなされる
のが適当になるのです。
　このほかに、解決金の支払いが精神的苦痛などに
対する慰謝料としての性質が濃い場合には、“損害
賠償金”として損金算入することができ、源泉徴収の
対象とはならないことになります。
　
　解決金は、実質的に何を支払ったのかによって対応
する勘定科目が異なります。そのため、解決金の扱い
については、支払いの性質を見極めることが肝心です。
　とはいえ、そもそも労働紛争がなければ頭を悩ます
必要もありません。問題となりそうな点を見直して、
あらかじめ対策を立てておくことも大切なことと
心得ましょう。

解決金の税務上の取り扱いは
どのような性質かによって変わる

解

決



企業の海外進出が進むなか、従業員が日本から海外へ赴任するケースが増加傾向にあります。海外
赴任している従業員に対し、残業や休日出勤などが必要になった場合、日本の法律はどこまで適用
されるのでしょうか。国際出向社員についての各種法律について見ていきましょう。

　日本国内においては、労働基準法によって労働条件
に関する最低基準が定められています。労働基準法
は国内法のため、海外支社や支店として独立している
事業所は適用外となります。
　しかし、国外における業務が独立した事業とみなさ
れないケースでは、労働基準法が適用されますので、
国外の事業所が労働基準法に反した場合、国内の事業
所が指導対象となる場合があります。また、海外出張は
国内の事業の一部とみなされるので、労働基準法が
適用されます。
　海外で業務にあたり労働基準法が適用されない
場合は、日本の事業所、海外の事業所、本人の三者
で事前に取り決めを確認し、契約書のサインを交わし
ておきましょう。

　海外赴任（または海外派遣）においては、病気やケガ
など、不測の事態の際の対応を考えておきましょう。
　労災保険は本来、国内の事業所で適用される制度
なので、海外の事業所で就労する人は、所轄労働基準
監督署を通じて特別加入をしなければ労災保険法の
適用を受けることはできません。この場合の海外派遣
とは、海外の関連会社に出向する場合や海外支店へ
の転勤、海外で行う建設工事などが該当します。
　会議や商談、市場調査などの目的による海外出張は、
国内の労災保険が適用されますので、特別加入の
手続きは必要ありません。
　特別加入が必要かどうかは、所轄の労働基準監督
署が業務内容や身分関係、賃金の支払い関係、指揮命
令系統などから総合的な判断をすることになります。
　海外派遣や海外出張を命ずる場合は、労災保険に
ついても確認するようにしましょう。

海外赴任している従業員に、
日本の法律はどこまで適用される？

労働基準法の適用を受けない
海外事業所勤務

労災保険に関しても
任意の手続きが必要になる

労務ワンポイントコラム

CHECK 04 
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　国際的な法律関係において、民事法規としてどの
国の法律を準拠法とするかは、原則として当事者の
選択によるとされています。
　時間外労働の割増率や有給休暇の付与条件などは、
現地のルールを適用しても法的な問題はありません。
　とはいえ、日本の法律の適用がないからと、給与体
系や有給休暇の付与など、何もかも現地のルールに
完全に合わせてしまうのは考えもの。従業員によって
はモチベーションの低下につながってしまうことも考
えられます。そのため、赴任前の条件を保証する契約
を交わすことが一般的です。

赴任前の条件を保証する
契約が必要な場合も



国外に自社の製品を輸出している企業は、『外国為替及び外国貿易法（以下、外為法）』を守ること
が義務付けられています。過去には、この法律に違反したことにより、企業内から逮捕者が出て
しまうケースもありました。そこで、外為法について、注意点ともに解説していきます。

　『外為法』とは、日本と他国間における資金や財・サー
ビスの移動や国内の外貨建て取引を行う際に適用され
る法律です。
　これらの取引に対して必要最小限の管理・調整を行い、
対外取引の正常な発展、日本や国際社会の平和・安全の
維持、さらには日本経済の健全な発展に寄与することを
目的として定められました。
　この法律による規制の一つとして、経済産業省では、
大量破壊兵器などの兵器の開発・製造などに関する資機
材や汎用品の輸出、また、これらの関連技術の非居住者
（日本以外に居住する自然人および法人）への提供に
ついての管理を行っています。
　そのため、これらに当たる資機材や技術などを海外に
輸出する際には、経済産業大臣の許可が必要になります。
外為法の対象地域は全地域となっていますが、特に国際
的な懸念がある地域として、イラン、イラク、北朝鮮があ
げられており、輸出貿易管理令別表第４の地域（懸念国）
として規定されています。
　企業内の外為法の担当者がその内容を熟知している
だけでは不十分です。それは、輸出を行う担当者が理解
していなければ、刑罰の対象となる可能性があるから
です。実際、外為法の規制対象製品の輸出手配を、輸出担
当者が許可なく行ってしまうケースは少なくありません。
　さらには、人事採用担当者にも外為法の知識が必要と
なります。なぜならば、外国人を雇用することによって、
外為法で禁じられている、兵器の開発・製造などに関す
る資機材や汎用品の技術提供がなされる恐れもある
からです。
　そのため、自社製品や技術が外為法の規制の対象と
なる可能性を持つ企業の人事採用担当者は、従業員
や留学生、研究生の受け入れや雇用が外為法に反して
いないかを考慮する必要があります。

　このほかにも、外為法違反になるケースとして、“輸出
先企業が、輸出した製品を輸出貿易管理令別表第４の
地域に再輸出する”“海外出張して対象となる技術を
教えている”など、さまざまなことが想定されます。

　外為法は当該法の担当者だけでなく、輸出担当者、
人事採用担当者など、海外に関わる業務に携わる労働
者全員が理解しておく必要があります。
　そのためにも、“正しい外為法の知識を身につける
ことができるように社内で研修を行う”など、法律違反
を回避するための対策を取っておくことをおすすめ
します。

気づかぬうちに法律違反！
輸出の際に注意したい『外為法』とは？

輸出担当者や人事採用担当者の
業務が外為法違反になることも

法律違反を回避するために
研修を行うなどの対策を

社長が知っておきたい法務講座!
CHECK 05 
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コスメ（化粧品）というと、女性のものという印象がありますが、実は年々、メンズコスメの市場規模が
拡大しています。なぜ男性がコスメを購入するようになったのでしょうか。その理由に、ほかの業種に
も活かすことができるビジネスのヒントが隠れています。

メンズコスメ拡大中！
売上増のポイントは“ジェンダーレス”

　近年、コスメ売り場に変化が起きています。これま
でレディースコスメばかりだったスペースに、メンズ
コスメが置かれるようになったのです。取り扱われて
いるコスメは、クレンジングフォームや化粧水、乳液、
クリーム、フェイスマスクなど、実にさまざまです。
さらに、店舗によっては、メンズコスメ専用のコーナー
が設けられるほどになっています。

　実店舗だけではありません。ネットショップでもこう
したメンズコスメは手軽に購入できるようになりました。
現在、レディースコスメ市場は飽和状態だといわれて
います。そこで各化粧品メーカーは、規模はまだ小さ
いものの、年々拡大しているメンズコスメ市場に期待
を寄せているのです。

化粧品メーカーが期待
拡大するメンズコスメ市場

ジェンダーレス意識の高まりで
女性向け市場に男性用商品が参入

増客・増収 のヒント
CHECK 06 

ー 7 ー

　男性がここまで外見を気にし始めた背景には、美意
識の高まりのほかに、ジェンダーレス（男女の境目が
ないこと）化が関係しています。海外でも日本の“ジェ
ンダーレス男子”が注目されていますが、彼らのマス
メディアへの露出もあり、若者を中心にジェンダーレス
への壁が低くなりました。昔ならではの男性観にとら
われない自由な感性が、“化粧は女性のもの”という固定
観念をなくし、メンズコスメの購入へつながったと
見られています。
　メンズコスメを購入しているのは、若者だけでは
ありません。ジェンダーレスが話題になり始めたのは、
今からおよそ10年前ですが、その頃の若年層は今や
20代後半から30代。社会人となって懐に余裕が生まれ、
高額なコスメを購入できるようになりました。
　さらには、そんなジェンダーレス男子や20代、30代
を目の当たりにして、40代以降の男性も身なりに
気を配り始めるようになったのです。
　このように、かつては女性だけのものだった商品へ
の抵抗感が薄まったことも、売上を押し上げている
大きな要因でしょう。

　ジェンダーレスの波は、コスメだけに留まらず、これ
からも広がっていくと考えられます。
　実際、日傘やエステサロン、美容整形などに、男性
用の商品・サービスを生み出すことで売上アップに
成功した業種は多岐に渡っているのです。これからは
女性用の商品・サービスだと決めつけずに、男性用に
転換することができるかどうか、目を向けていく必要が
あるでしょう。
　自社で女性をターゲットにした商品・サービスがある
場合、男性に提供する選択肢も考えてみるとよいかも
しれません。



ー 8 ー

人手不足解消に役立つ!? アルバイトに
“教育の場”を導入するメリットとは？

　これまで正社員に対してのみ提供されてきた教育
の場が、昨今、アルバイトやパート社員にまで広がって
います。さらに、こうした教育は現場で行われるだけで
なく、研修への参加を促してまで提供されています。
場合によっては、わざわざ新たな研修を設けることも
あるほどです。

　その背景には、アルバイトやパート社員の“学び
たい”という欲求の高まりがあります。賃金を得ること
だけが目的ではなく、働くことを通して“自分を成長
させたい”という気持ちを持つアルバイトやパート
社員が増えているのです。

　教育には、例外なく金銭的・時間的なコストなどが
かかります。そこまでして企業がアルバイトやパート
社員に学びの場を提供するのはなぜでしょうか？
　目的としてまずあげられるのは、離職率の低下です。
アルバイトやパート社員に学ぶ機会を与えることで、
彼らの望みが叶い、業務に対する理解が深まります。
同時に、仕事へのやりがいが生まれ、会社への定着率
が高まります。また、同じように学びを得たい求職者
の問い合わせも増え、人手不足の解消が期待できる
でしょう。
　企業のメリットは、ほかにもあります。インターン
シップと違い、学びの場は大学生のみが対象ではあり
ません。年齢や性別を問わず、誰もが教育を受けること
ができます。全従業員の能力が底上げされることに
よって、企業の業績は向上します。
　また、対抗心を持つことで社員のモチベーションも
上がり、社内全体が活気づく相乗効果も得られるので
はないでしょうか。
　教育を行う際、何が学べるかをアピールしておく
こともポイントです。学びに対して貪欲な求職者は、
自分が得られるスキルに何よりも重点を置きます。
　報酬目当てのみで人材確保ができる時代は終わり
つつあります。学習環境を整えて、働く意義を提供
できる会社づくりをしてみてはいかがでしょうか。

仕事を通して自己成長したい
アルバイトやパート社員が増加

教育の場の提供で
企業が得られるメリット

アルバイトやパート社員の定着率が悪く、求人広告で募集してもなかなか人が
集まらず困っています。そんなとき参加した異業種交流会にて『人手不足解消
のために、アルバイトやパート社員にも教育の場を提供している』と耳にしました。
実際に効果はあるのでしょうか？　

Q
question

A
answer

昨今、採用力や従業員定着率アップのために、アルバイトやパート社員に教育の
場を提供する企業が増えています。学べる内容は語学やコミュニケーション力、
将来就きたい仕事に関する技術など、多岐に渡ります。こうした教育の場を
提供することで、人手不足解消につなげている企業は数多くあります。

社長のマネジメントをサポート 経営管理マガジン

CHECK 07 

経営なんでもQ&A? !
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