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　契約書や請求書、領収書、会計帳簿など、会社で保
管しておかなければならない膨大な書類。これらを電
子化することにはさまざまなメリットがあります。
　たとえば、書類が多いと、社内が保管スペースだら
けになったり、棚を別に用意しなければならなくなっ
たりします。書類を電子化することでこのようなス
ペースは不要になり、保管費用も削減できます。
　また、紙の書類の場合、社員は書類が必要なときに
は出社しなければなりません。しかし、書類を電子化し
てサーバーに保管しておけば、どこからでもアクセス
して閲覧することができ、移動時間や交通費のコスト
削減につながります。
　このように、保管スペースや時間とコストの節約が
電子化の大きな利点といえます。一方で、電子化を進
めるときには、以下のような注意点もあります。
● 導入コストがかかる
　過去の膨大な書類を全て電子化する作業に社員で
は対応しきれない場合、専門の会社などに外注したり、
ソフトを購入したりするのにコストが発生します。また、
電子化した書類を保存するためにもコストがかかりま
す。クラウドの場合、初期費用は低いものの、毎月継続
して一定額のコストがかかり続けることも。一方、オン
プレミス（専用ソフトを使い、自社内で管理運用する）
の場合、ランニングコストはかからないものの、クラウ
ドに比べて初期費用は高額になります。
●セキュリティの確保
　電子化した書類データは、漏洩しないようにセキュ
リティを確保しなければなりません。不正アクセスを
防止するためパスワードは定期的に変更する、アクセ
スログを管理するなどのセキュリティ対策が求められ
ます。また、端末へのダウンロードを禁止するなど、社
員が文書を閲覧するときのルール作りも重要です。

導入初期は手間も費用もかかるが
それでもメリットの大きい電子化

書類を電子化する際に
知っておくべき二つの法律

　書類の電子化については、法律によって基本的な
ルールが決められています。主に『e-文書法』と『電子
帳簿保存法』という法律があります。少なくとも、この
二つの法律については法改正を含め、大まかな内容
を押さえておきましょう。
●e-文書法
　商法など、法律で保管することが義務づけられてい
る文書を、電子化して保存するときのルールを定めて
います。契約書や請求書、定款など、対象となる書類
は多種多様で、これらを電子化して保存する際には以
下の要件を満たす必要があります。
【見読性】データをパソコンやディスプレイなどを用い
て、明瞭な状態で見られること。
【完全性】電子化文書が事故や操作ミスで消失するこ
とを防ぎ、特にスキャナーによる電子化文書は原本で
はないので原本受領からスキャン電子化のプロセス、
スキャン品質や電子化文書に改ざんや消去があった
か否かを確認できるなど証明力を確保すること。
【機密性】許可されていない人はアクセスできず、不
正アクセスの抑止がなされていること。
【検索性】電子化文書を有効に活用するため、検索な
どで必要なデータをすぐに引き出せること。
●電子帳簿保存法
　国税関係の帳簿書類の電子化について定めていま
す。税務署長の承認や、真実性や可視性の確保が要件
とされるものの、領収書や請求書をスキャンして保存
することができるなど、たびたびの法改正によってその
要件は緩和されてきています。

　テレワーク体制を整えるためにも、進めておきたい
書類の電子化。導入にはやや手間がかかりますが、長期
的に見ればコスト削減につながるでしょう。

コロナ禍の影響でテレワークの導入が進み、今後はテレワークを推進していく会社がますます増
えていくでしょう。災害でオフィスの機能が停止してしまうような事態にも備え、テレワーク体制を
整備しておくことは大切です。まずは、書類の電子化から進めてみてはいかがでしょうか。

テレワークを本格導入するために
まず着手したい“書類の電子化”

CHECK 01 
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韓国やイギリス、オーストラリア、アメリカなど、海外の主要各国ではキャッシュレス決済が普
及しています。しかし、日本ではまだ現金決済が主流で、キャッシュレス決済の普及について
は遅れをとっています。そこで今回は、その現状と課題について考えてみましょう。

　2020年１月に経済産業省が公表した『キャッシュレ
スの現状及び意義』によると、日本におけるキャッシュ
レス支払の比率は、2018年時点で24.1％でした。安
倍内閣がキャッシュレス決済の普及促進を掲げた
2014年時点では16.9％であり、その後の4年間で約
７％上昇していることから、キャッシュレス決算の普及
が加速していることがわかります。
　一方、世界各国のキャッシュレス比率の比較を見る
と、主要各国は40％～60％台で、韓国に至っては
90％超と突出しています。これらと比較すると、日本
の水準はまだまだ低いといわざるを得ません。そこで
政府は、2025年６月までにキャッシュレス決済比率を
４割程度にまで伸ばすことを目標に掲げており、将来
的には80％を目指したいとしています。

　前述の『キャッシュレスの現状及び意義』では、訪日
外国人の約７割が、日本でクレジットカードやキャッ
シュカード、外貨両替が利用できる場所が今より多
かったら、“もっと多くのお金を使った”または“おそら
くもっと多く使った”と答えたというアンケート結果も
あります。キャッシュレス決済の普及は、インバウンド
の消費を拡大するためにとても重要な要素であるこ
とが分かります。
　とはいえ、国内ではまだまだキャッシュレス決済に
不安を唱える声も少なくありません。その理由として
は、「浪費しそうだから」「お金の感覚が麻痺しそうだ
から」という、決済が簡単になることそのものへの不
安が多く見られます。こうした不安を払拭できるかど
うかが、キャッシュレス決済の普及に影響しそうです。

世界最高水準まで高められるか？
日本のキャッシュレス決済比率

日本のキャッシュレス決済比率を
2025年までに４割程度へ

キャッシュレス決済の普及を阻む
不安要素の払拭がカギとなる
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出典：経済産業省『キャッシュレスの現状及び意義』

我が国のキャッシュレス支払額及び比率の推移（2018年）
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会社が行う年末調整とは別に、給与所得者にも確定申告が必要な場合があります。もちろん社長や役
員も同様です。確定申告漏れがあると、納めすぎた税金が還付されない、延滞税や無申告加算税など
のペナルティが課されるなどの不利益が生じます。申告が必要なケースを事前に押さえておきましょう。

　基本的に、会社に勤めて給与をもらっている人は、
確定申告をする必要がありません。会社が年末に年
末調整という形で社員一人ひとりの１年間の所得額を
計算して国に申告し、納税額に過不足があれば精算し
ているためです。これは、社員だけでなく社長や役員
も同じです。役員報酬も給与所得に含まれるため、原
則として社長や役員の年末調整も会社が行いますか
ら、確定申告は必要ありません。ただ、以下の条件に
当てはまった方は確定申告が必要となります。

●給与の年間収入金額が2,000万円を超える
●給与の支払いを１カ所から受けており、給与所得・ 
　退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える
●給与の支払いを２カ所以上から受けており、給与の
　全部が源泉徴収の対象となる場合において年末調
　整されなかった給与の収入金額と給与所得・退職
　所得以外の所得の合計額が20万円を超える
●同族会社の役員やその親族などで、その同族会社
　からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場な
　ど資産の賃貸料、機械・器具の使用料などを受け
　取った
●給与について、災害減免法により所得税等の源泉
　徴収税額の徴収猶予や還付を受けた
●在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方な
　どで、給与の支払いを受ける際に所得税等を源泉
　徴収されないこととなっている

給与所得者なら誰でも対象
確定申告が必要な場合とは

特定の条件を満たした場合は
確定申告が必要になる
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注意して、絶対に避けたい
無申告加算税というペナルティ

　期限内に確定申告を忘れた場合でも、できるだけ
早いうちの申告が必要です。期限後に確定申告書の
提出をした場合は、期限後申告として取り扱われます。
期限後申告となった場合や、確定申告が必要であるに
もかかわらずしなかった場合、申告によって納める税
金のほかに無申告加算税が課税される可能性があり
ます。また、本来の所得額よりも少なく申告した場合
は、納めるべき税金を納めていないことになり過小申
告加算税が課税されます。
　たとえば、無申告加算税として加算される税額は、
【納付すべき税額に対して50万円までは15％、50万
円を超える部分は20％】となり、課税されるペナル
ティとしてはかなり重いことが分かります。
　これは税務署の調査を受けて発覚した場合で、税
務署の調査を受ける前に自主的に申告をした場合に
は無申告加算税が５％の割合を乗じて計算した金額
に軽減されます。また、期限後申告であったとしても、
法定申告期限から１カ月以内に自主的に申告している
など、申告する意思が認められる場合には、無申告加
算税は課税されません。
　ちなみに、税金を納めすぎている場合は『還付申
告』という申告をすることで、納めすぎた税金が戻って
きます。特定の寄附をした、災害などによって資産に
損害を受けた等の場合にも、還付申告の対象となりま
す。確定申告をする必要がない場合でも、還付申告が
必要かどうかは確認しておきましょう。

　基本的に、確定申告は社長や役員を含め、給与所得
者には必要のないものと思われることが多いでしょう。
しかし、一定の条件を満たしたときには必要となりま
す。ペナルティを課されないためにも、確定申告が必
要かどうか、事前の確認が大切です。



従業員を雇うときには雇用契約を交わし、業務のみを委託するときには請負（業務）契約を
交わします。そこでよく問題になるのが、実態は雇用契約なのに契約上は請負契約となって
いる『偽装請負』です。この偽装請負とは、どのような場合をいうのでしょうか。

　人と企業など当事者同士の意思表示が合意すると、
『契約』が成立し、法的拘束力が発生します。その契約
内容どおりの関係を保てているならよいのですが、契
約内容と実際の扱いに違いがあると、派遣法や職業
安定法に違反している可能性が出てきます。
　まず、雇用契約と請負契約の違いを理解しておきま
しょう。雇用契約では、一般的に、雇う側が社会保険や
労働保険などを負担します。労働基準法によれば、労
働者は『事業又は事務所に使用される者で、賃金を支
払われる者』と定義されており、雇用される労働者は
労働基準法によって手厚く守られます。
　一方、人件費を抑えつつ、頼みたい仕事だけを依頼
できるのが請負契約です。請負契約とは、仕事の成果
物に対して報酬が支払われる契約形態のことで、雇い
主側にとって請負契約のフリーランスなどは従業員
にはあたらず、契約も雇用という形ではありません。
雇用契約ならば社会保険料を雇い主が半分負担する
ことになりますし、解雇も簡単にはできません。しかし、
請負契約ではこれらは全て自己負担です。また、雇い
主側が求める成果物があがってこなければ、発注をや
めることも可能です。

　こうした処遇の違いがあるなかで、大きな問題の一
つになっているのが『偽装請負』です。偽装請負とは、
契約は請負という形をとりつつ、実態は雇用契約に
なっている状態のことをいいます。
　請負契約では仕事の成果に対して報酬が支払われ
るのに対し、雇用契約では労働に対して報酬が支払わ
れます。そして、雇用契約には『指揮命令がある』とい
う大きな特徴があります。つまり、仕事を依頼している
側から仕事の進め方について指揮命令がある場合は、
偽装請負に当たってしまうのです。

　指揮命令が認められやすいのは、以下のようなケー
スです。

●発注者が細かい仕事の進め方まで指示を出している
●拘束時間や休憩時間などの勤怠管理がなされている
●就業規則が設けられている
●発注者がパソコンなどの機材を貸与している

　このような場合は、たとえ請負契約を交わしていた
としても、雇用契約と見なされる可能性があります。
もし、それが偽装請負と見なされた場合には行政指導
や行政処分を受けることもあるため、そうならないよ
う以下のことに注意しなければなりません。

●業務に必要な機材を貸与する際は、別途契約を結ぶ
●仕事を請け負った人が、自身の専門的な技術や経
　験に基づいて業務を行う
●発注者と同じ場所で業務を行うときには、ほかの労
　働者と同じように仕事の順序や方法を指示したり、
　勤怠管理を行うなどの対応をしない
●労働者と同じ作業服を着るように指示をしない
●請負金額は、業務に従事した時間に対して支払う
　形にしない
●発注者からの業務を断ることができるようにする

　請負契約の場合は、発注者と受注者が独立した関
係であることが求められます。何気なく行っているこ
とが偽装請負と判断されないよう、日ごろから請負相
手への接し方などには注意が必要です。

業務委託の扱い方に注意！
実態だけが雇用契約の『偽装請負』とは

再確認しておきたい
雇用契約と請負契約の違い

偽装請負と見なされないための
注意点とは

CHECK 04 
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海外企業と取引を行うときには、日本の法律に加えて相手先企業が属する国の法律も関わってき
ます。国際取引を行うとき、トラブルを未然に防ぐためにはどのようなことに注意すればよいので
しょうか。今回は、国際取引における契約の注意点などを紹介します。

　日本に拠点を持つ企業同士の場合、準拠する法律
も共通しており、文化も共通しています。取引をしてい
る企業間で紛争が起きたからといってすぐに裁判を起
こすのではなく、できる限り円満に解決するために交
渉や話し合いを重ねることが多いのも、日本企業の特
徴といえるでしょう。
　しかし、海外の企業が相手となると、同じように円満
に解決を進めようとする国もあれば、スピードと利益
を重視し、すぐに訴訟を起こす国もあります。法律の違
いに加えて文化や商慣習の違いによる齟齬が生じや
すいのが、国際取引の難しいところなのです。

　国際取引では次のようなトラブルが起こりやすいと
いわれています。

●契約書を交わした取引先の企業が実在しなかった
●ビジネス展開の拠点を海外にした際、社長などの幹 
　部が取引相手の国になかなか赴くことができず、業
　務の進行を相手国の企業に任せすぎて失敗した
●海外で工場を作って製品を生産していたが、模倣品
　が数多く出回ったり、類似の技術が他社でも使われ
　たりするなどの被害を受けた

　国際取引を行うときには、国による文化や商慣習の
違いなどを踏まえたうえで、「言わなくても伝わるだろ
う」といった思い込みや、解釈が曖昧になることを避け、
紛争の芽は事前に摘んでおかなければなりません。そ
こで重要になってくるのが、お互いの合意を書面にし
た『契約書』なのです。

　国際取引では、国内の取引では不要な取り決め事項
もあります。『準拠法』や紛争解決の方法、紛争解決機
関についての項目は、必ず契約書に明記しましょう。

トラブル回避が成功のカギ
知っておきたい国際取引の注意点

文化の違いが紛争の種に!
国際取引によくあるトラブル

　国際取引では、トラブルが起きた時のために、あら
かじめ、どの国の法律に基づいて契約書を解釈するか
を決める必要があります。これを『準拠法』といいます。
海外の企業や消費者との国際取引では、どこの国の
法律が適用されるかは契約内容によって異なります。
準拠法の規定が相手国の法律や第三国の法律の場
合、その法律の国の解決方法に従うことになるため、
準拠法を規定する場合は、できるだけ自国側の法律
を規定したほうが有利といえます。
　契約書には、どの国の法律を準拠法とするか、紛争
解決方法としてどの手続（通常は裁判か仲裁）を選択
するか、紛争解決地は自国と相手国のどちらにするの
かを明記しておくことが重要です。相手国の文化や商
慣習についても、現地に詳しい専門家などを交えて、
事前にしっかりと理解を深めておきましょう。
　また、積極的に事業展開を進めていたのに、相手国
の情勢が安定せず、治安の悪化などによって状況が
一変し、撤退を余儀なくされることもあります。こうし
た『カントリーリスク』と呼ばれる損失リスクを把握し
ておかなければ、取引が始まった後で債務が履行され
ずに損害を被ったり、相手国の為替取引制限によって
送金がなされないなどのトラブルに見舞われたりす
る可能性が高まります。
　カントリーリスクについて調べるときには、できる
限り現地に詳しい人に聞き取りを行い、政治や経済、
気候や地域ごとの特徴など、さまざまな切り口から知
見を深めることが大切です。OECD（経済協力開発機
構）が発表している格付けはリスクレベルを把握しや
すく、役立つ資料といえます。
　
　国際取引は、トラブルが起きると解決も困難です。
契約時は、トラブル回避を優先的に考えましょう。

国際取引において
知っておくべき『準拠法』とは

!
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ランディングページ（以下、LP）は問い合わせや申し込みを増やすための有効な施策ですが、期
待したほどの効果が得られないケースもあります。そういった場合には、LP本来の在り方を再確
認する必要があるでしょう。そこで今回は、LPをチェックする際の注意点を紹介します。

自社のランディングページを再確認！
効果を上げるために重要な視点とは

　ランディングページ（landing page）とは、直訳す
れば着地ページのことで、ユーザーが最初に訪問す
るWebページをいいます。ただし、これは広義でのラ
インディングページの意味であり、一般的には、ネット
広告にリンク元を設定し、１ページで資料請求や購入
を促す独立したページを指します。
　LPの特徴は、さまざまな情報を載せた企業サイトと
は違い、訪問者のアクションを誘導することに特化し
た縦長の一枚のページであることです。購入してもら
いたい商品と関係のない情報は一切書かれていない
ものが一般的で、これにより、その商品をより詳しく理
解してもらうという効果が期待できます。
　たとえば化粧品のLPを作成するとき、乾燥肌で
悩んでいる人が求めているものと、敏感肌で悩んで
いる人が求めているものには違いがあります。そこで
商品やサービスの概要や魅力がわかりやすく伝わる
LPがあれば、ページに辿り着いた訪問者の購買意欲
を刺激します。つまり、ターゲットを明確にすることで、
効果的なアプローチをすることが可能なのです。

　LPのメリットは、１つの固定ページに情報が集約さ
れていることで、すぐに“買うか・買わないか”という選
択をしてもらえることです。そういった性質を踏まえ、
LPに載せる情報としては、“自分たちが言いたいこと
ではなく、ユーザーが知りたいことを書いているか？”
がとても重要です。
　たとえば、「△△でお悩みではありませんか？」など
問いかけを入れるだけでも、ユーザーが受け取る印
象はかなり変わってきます。ユーザーが知りたいこと
を予測し、その疑問に対して丁寧に答えつつ、ユー
ザーの悩みの解決策として自社の商品やサービスを
訴求する構成になっていることが大切です。

商品に関係ない情報は一切ない
集客に特化したLPを目指す

大切なのはユーザーの疑問に答え
購入まで丁寧に誘導していくこと

CHECK 06 
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　たとえば『見守りサービス』を提供するとします。そ
の言葉から思い浮かべるのは、セキュリティシステム
など人が遠隔から見守るサービスかもしれませんし、
あるいは監視カメラかもしれません。セキュリティ
サービスを売りたいのか、カメラを売りたいのかが最
初に明示されていないと、ユーザーは頭の中でずっと
「何を売りたいのか？」と疑問に思いながら読み進める
ため、売り手側の訴求したいことが意図したとおりに
伝わりません。このほかにも、「当院ではハイレベルの
サイナス・リフトが提供できます」など、一般的に認知
度が低い用語を使っていると、ユーザーが理解するの
に時間がかかってしまいます。サービスの内容や仕組
みについて、一般的に伝わる言葉で分かりやすく伝え
られているかの確認はとても大切です。
　LPの目的は、ユーザーの購買意欲を高め、問い合わ
せや商品の購買などにつなげることです。そのために
は、「まずはお問い合わせください」「商品の購入はこ
ちらです」など、ユーザーに、こちら側が求めているこ
とを伝えて誘導する一文が必要です。
　結果が出ないLPの場合、こうした行動を促す一文
が欠けているために、ユーザーが何をすればよいの
か分からない状態になっていることがあります。たと
えば、きちんと商品の説明をし、その魅力がユーザー
にも十分伝わっていたとします。しかし、購入方法に繋
がる明確な情報がないと、ユーザーはその商品をどう
すれば買えるのかわからず、戸惑ってしまうのです。
　
　LPを見ている人にとって、“分からない”という戸惑
いは不快感に繋がる恐れがあります。ユーザーの行
動を予測し、「まずはお問い合わせください」などの終
着点をきちんと用意し、スムーズに購入へと促すペー
ジづくりを心がけましょう。
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仮想通貨は今後も発展していく？
ビジネスで使用するメリットとは

　仮想通貨とは、コンピューターの暗号化技術を用い
て取引される、デジタル通貨の総称です。その大きな
特徴は、特定の国が発行している通貨ではなく、私的
通貨であることといえます。つまり、その仮想通貨を
信用できると思った人たちが、仮想通貨に参加し、売
買や決済を行っているということになります。
　仮想通貨をビジネスで使用するメリットは、送金の
スピードが速いことと、両替などの各種手数料や為替
にかかる手間やコストを最小限にできることです。日
本円は日本国が発行している通貨なので、日本以外
の国では原則として使用できず、海外で使うためには
その国の通貨に両替しなければなりません。しかし、
仮想通貨はそういった手間が不要なため、国際取引
などにおいては利便性が高いとされています。また、
日本でアメリカの商品を購入するときには、日本円を
アメリカドルに両替し、アメリカドルで相手に代金を支
払う形になります。しかし、為替は常に変動しているた
め、実際に取引をする時にならなければ、支出額が確
定しません。仮想通貨であればそのような状況が起こ
らないというメリットもあるのです。
　一方で、仮想通貨は日本円などのように現物があり
ません。インターネットのなかのみで完結することや、
私的通貨であり国家の信用という後ろ盾もないこと
から、さまざまなリスクが想定されています。

●価格変動が激しい
　仮想通貨は、価格変動の幅が激しいという特徴が
あります。たとえば、1日で1ビットコインが100万円
から80万円に急落したり逆に高騰したりする現象は、
これまでにも何度も起きています。
●送金ミスが起こる恐れがある
　仮想通貨はシークレット・キーを管理する『ウォレッ
ト』というシステムを使って送金しますが、一度送信し
たら取り消すことができません。送金するウォレットの
アドレスを間違えて入力することのないよう、送金す
るときには慎重に行う必要があります。
●法律がまだ不安定　
　仮想通貨は世の中に登場してまだ日が浅いため、
法整備が追いついていないという現状があります。ま
た、実際の状況に合わせて法整備を行っているため、
法制度や税制が変わりやすい傾向にあります。最新の
制度情報を常に把握しておかなければ、予期せぬトラ
ブルに見舞われることがあります。　

　まだ発展途上でさまざまなリスクが懸念されてい
る仮想通貨。しかし、送金のコストがかからないことか
ら、多くの企業が導入を始めているのも事実です。ビ
ジネスに使用するなら、まずは送金の一部のみに使う
など計画的に取り入れていくほうがよいでしょう。

海外取引で利便性が高い
仮想通貨の現状とは

まだ発展途上といえる仮想通貨
ビジネスで使う際の注意点とは

仮想通貨バブルは、2019年はじめに弾けたともいわれています。しかし、コーヒー
ショップがビットコインで決済できるシステムを試験的に導入したり、使えるシー
ンは広がっているようです。今後も仮想通貨は普及していくのでしょうか。また、ビ
ジネスで使用する際にはどんなメリットがあるのでしょうか？

Q
question

A
answer

仮想通貨は特定の国が発行している通貨ではないため、海外通貨に変えるための
手数料が発生しません。また、電子データなので送金が一瞬で済むほか、送金に関
して手数料もかからないことから、海外との取引に仮想通貨を使用するケースも
増えています。ただし、まだ発展途上の分野であるということに注意は必要です。

社長のマネジメントをサポート 経営管理マガジン
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