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　企業型DCとは、掛金を会社が拠出し、それを社員
が運用する形で資産形成を行っていく制度です。企
業型DCを実施している会社に勤めており、規約に定
める要件を満たす従業員であれば加入できます。原
則、60歳以降に受け取り可能となるため、退職後の
資金準備として活用されています。
　2020年には、法改正により確定拠出年金制度が
見直されました。ここでは、主な変更点を見ていきま
しょう。
（１）企業型DCとiDeCoが併用可能に（2020年10月施行）
　確定拠出年金には、企業型DCのほかにiDeCo（個
人型確定拠出年金）があります。これまでは、企業型
DC加入者のうちiDeCoを併用できるのは、『iDeCo
加入を認める規約の定めがあり、かつ事業主掛金の
上限を引き下げた企業の従業員』に限られていまし
た。しかし、今回の改正でこうした制限がなくなり、企
業型DC加入者でも原則としてiDeCoに加入可能と
なりました。ただし、加入者が一部掛金を負担してい
る場合（マッチング拠出）などには、iDeCoの併用が
できません。
（2）加入可能年齢が拡大（2022年5月施行予定）
　企業型DCに加入できるのは、これまでは原則とし
て60歳未満の厚生年金被保険者でした。また、60歳
になる前と同一の事業所で引き続き働く場合は、65
歳未満の規約で定める年齢まで加入することができ
ました。それが今回の改正により、厚生年金被保険者
であれば最大70歳まで加入することが可能となりま
す。
（3）通算企業年金への移換が可能に（2022年5月施行予定）
　企業型DC加入者が退職したときに、積み立ててい
た年金資産を一時金で受け取るのではなく、通算企
業年金（企業年金連合会が退職者等向けに運用する
年金の一つ）に移換できるようになります。

法改正で加入可能範囲が拡大
企業型DCの主な変更点

企業型DCを導入すると
どのようなメリットがある？

　企業型DCを導入するメリットとしては、まず『社会
保険料の負担が減る』ことがあげられます。企業型
DCでは、会社が拠出する掛金が非課税となります。
たとえば、社員に給与として30万円を支払うと、30万
円が社会保険料の対象となりますが、給与を25万円、
掛金を5万円とすると、給与の25万円のみに社会保
険料がかかることになるのです。これは大きなメリッ
トといえます。
　また、企業型DCは社員の利益になる制度であるた
め、『採用時のアピールになる』という点もあるでしょ
う。退職金制度がない会社に就職すると、社員は老後
の資産形成を自力で行わなければなりません。しかし、
企業型DCに加入できるのであれば、毎月の掛金が
拠出され、自動的に資産が形成されていきます。
　さらに、企業型DCでは、会社が加入者に対して継
続的な投資教育をすることが求められているため、
社員にとっては投資教育を受ける機会が増えること
になります。これにより『社員の満足度が上がる』こと
も期待できるでしょう。2020年の法改正により、企業
型DCはこれまで以上に従業員にとって利用しやすい
制度となりました。会社にとっては、従業員の資産形
成をサポートする姿勢がより強く求められるようにな
るといえそうです。

老後の資産形成の重要性が増すなか、会社としては、私的年金制度などにより社員の資産形
成をサポートするという選択肢もあります。今回は、2020年に制度変更が行われた『企業型
確定拠出年金』（以下、企業型DC）について、そのポイントを紹介します。

法改正でどのように変わる？
企業型確定拠出年金の変更ポイント

経営 TOPICS
CHECK 01 
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バブル崩壊後、景気が悪化した90年代後半から2000年代前半において、思うように就職でき
なかった世代を『就職氷河期世代』と呼びます。働き盛りの年齢を迎えたこの世代は、現在、どの
ような働き方をしているのでしょうか。厚生労働省の白書から紐解きます。

　1990年代のバブル崩壊後、『大卒でも２人に1人
しか就職できない』といわれる厳しい採用状況のな
か、新卒として就職活動をした就職氷河期世代。　
厚生労働省は『令和２年版厚生労働白書』（以下、白
書）において、この世代（35～44歳、1,637万人）の
2019年時点の雇用形態の内訳をまとめています。
　それによると、この世代の約4.5人に１人にあたる
359万人が非正規雇用者であることが判明。このな
かには、男性を中心に、不本意ながら非正規雇用で
働いている人も含まれます。また、非労働力人口は
204万人で、このうち無業者（家事も通学もしてい
ない者）は39万人でした。無業者の数は10年前と比
較してほぼ横ばいで変化していません。就職氷河期
世代の雇用問題は、今なお課題であることがわかり
ます。

　さらに、白書によれば、就職氷河期世代の所定内給
与額は、前後の世代と比較して低いこともわかってい
ます。就職活動時の雇用情勢の厳しさは、このように
長期間にわたり、雇用状況や給与額に影響しているの
です。
　これに対し、政府はこれまでにも、この世代を対象に
した再チャレンジ施策を講じ、就職や正規雇用への移
行を試みています。しかし、今回の白書からもわかるよ
うに、改善は十分ではなく、この世代の活躍支援のた
めに各種助成金制度を整備するほか、採用時の“年齢
制限禁止”の例外として、就職氷河期世代で正社員雇
用の機会に恵まれなかった人を対象とする求人を可
能としています。
　企業には、この世代の積極的な採用や人材育成が
求められています。

4.5人に１人が非正規雇用！
就職氷河期世代の支援は今なお課題

どん底の経済状況で
就職活動をした世代の現在

政府のバックアップにより
企業に求められる採用と人材育成

で見る経営データ
CHECK 02 

就職氷河期世代の中心層となる35～44歳（1,637万人）の雇用形態等の内訳（2019年）

出典：厚生労働省『令和２年版厚生労働白書』
単位（万人）

その他 10

完全失業者 31
役員 46

自営業主・家族従事者 96

非労働力人口 204
(うち無業者39)

非正規雇用の
職員・従業員

359

正規雇用の
職員・従業員
 891
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会社が従業員を雇う場合、原則として従業員の源泉所得税を本人に代わって会社が毎月納税し
なければなりません。ただし、一定の条件が揃えば源泉所得税を毎月納める必要がなくなる『源
泉所得税の納期の特例』という制度もあります。今回はこの制度について、概要をご説明します。

　源泉所得税の納期限は、原則として『給与などを支
払った日の翌月10日』です。たとえば、9月末に従業員
に給与を支払った場合は、10月10日までに納めます。
しかし、毎月源泉所得税を納めるのは手間がかかるた
め、半年分をまとめて納付できる制度も用意されてお
り、これを『源泉所得税の納期の特例』といいます。
　納期の特例を利用できるのは『給与の支給人員が
常時10人未満』の場合に限られますが、これを利用す
れば、１月から６月に支払った給与については７月10日
までに、７月から12月に支払った給与については翌１
月20日までに納めればよいことになります。
　手続きは簡単で、給与支払事務所等の所在地を所
轄する税務署長に申請書を提出すれば、翌月に支払う
給与から適用されます。
　納期の特例のメリットとしては、以下があげられま
す。
メリット① ：事務負担が減る
　源泉所得税を納付するためには、そのための計算
や手続き、会計ソフトへの入力が必要となります。12
回の納付が2回に減れば、それだけ事務作業の負担が
減るということになります。
メリット② ：納付遅れのリスクが減る
　たとえば、納付書を使って金融機関で源泉所得税を
支払う場合、毎月10日までに金融機関で支払いを済
ませる必要がありますが、忙しいときには時間が取れ
ず、納付が遅れることがあるかもしれません。納期の
特例により支払い回数が減れば、こうしたリスクが減
ります。
メリット③ ：プール金が増える
　納期の特例を使った場合、納付するべき源泉所得
税を最大６カ月の間、預かり金として会社にプールす
ることができます。プール金が増えることで、急な出
費にも対応しやすいというメリットがあります。

源泉所得税を毎月納付しなくてもOK
納期の特例のメリットとデメリット

源泉所得税の納期の特例の利用で
半年ごとの納付が可能に

2分セミナー税務・会計
CHECK 03 

　もちろん、納期の特例にはデメリットもあります。たと
えば以下の点が考えられるでしょう。

デメリット① ：１回の納付額が増える
　納付回数が減るということは、1回の納付額が大きく
なってしまうということ。たとえば毎月の源泉所得税が
10万円ほどだとした場合、納期特例を使うと１回につき
60万円というお金が出ていくことになります。会社に
プールできるお金が増えるのはメリットですが、あくま
でも預かり金であり、納付しなければならないお金であ
ることを忘れないようにしましょう。
デメリット② ：対象外の源泉所得税もある
　納期の特例の対象となるのは『給与や退職金から源
泉徴収をした所得税及び復興特別所得税と、税理士、弁
護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした
所得税及び復興特別所得税』に限られています。フリー
ランスのデザイナーへの報酬など、納期の特例の対象
ではない源泉所得税については毎月納付しなければな
らないため、業種によっては納期の特例のメリットを享
受できないこともあります。

　なお、従業員の数が常時10人未満の場合、源泉所得
税だけでなく、住民税の納期の特例もあります。納期の
特例にはメリットとデメリットがありますから、これらを
理解し、利用を検討するようにしましょう。

利用する前に確認しておきたい
納期の特例のデメリットとは



新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、企業業績が急速に悪化しています。コストカットのため
の人員整理を考える企業も出てきていますが、整理解雇をするには満たすべき要件があります。今
回は、従業員の解雇について必要な知識をご紹介します。

　会社側から従業員に辞めてもらう『解雇』には、大き
く分けて次の種類があります。
●整理解雇
　経営悪化によって人員整理を行うための解雇。後述
の４つの要件を原則として全て満たすことが必要です。
●懲戒解雇
　懲戒処分としての解雇。横領など非違行為により会
社に損害を与えたり、問題行動により社内秩序を著し
く乱したりした場合の懲罰的な措置です。
●普通解雇
　整理解雇や懲戒解雇以外の解雇。たとえば、勤務態
度が悪い従業員や業務への適性に欠く従業員に対し
て、何度も指導・教育、その他の対策を行っても改善
の見込みがない場合など、会社と従業員が締結して
いる労働契約を続けることが困難なときに限って認
められる解雇です。問題のある社員がいるが、懲戒解
雇処分は難しいという場合に行われることが多いで
しょう。

　いずれにしても、従業員を解雇するには『客観的に
合理的な理由』と『社会通念上の相当性』があること
が大前提です（労働契約法第16条）。たとえば、『服装
がだらしない』『声が小さい』『今期のノルマを達成し
なかった』『妊娠した』などは正当な理由とはいえず、
解雇は無効と判断されます。このような理由で解雇で
きてしまうと、従業員への人権侵害の温床となる恐れ
があるためです。

　前述の整理解雇が認められるには、次の４つの要件
に原則として全て当てはまることが必要です。
①人員削減の必要性
　経営を続けるために、人員を削減しなければならな
いという必要性が十分に認められること
②解雇回避の努力
　希望退職者の募集や配置転換など、解雇以外の方法
を模索し、努力したこと
③対象者選定の合理性
　整理解雇の対象者を選定する条件が客観的で合理
的、かつ運用が公正であること
④解雇手続の妥当性
　労働者などに対し、解雇の必要性や解雇の時期、規
模や解雇の方法などについて、納得を得るために誠実
に説明を行うこと

　安易に従業員を解雇すると、整理解雇ではなく『不当
解雇』と見なされる可能性があるため注意が必要です。
たとえば、『整理解雇を進める一方で、求人募集を行っ
ている』『前々から馬が合わず、辞めさせたいと思って
いた従業員を中心に整理解雇している』『解雇の理由に
ついて十分な説明をしていない』といったケースは不
当解雇に当たるでしょう。
　従業員が「これは不当解雇ではないか？」という嫌疑
を持った場合、あっせんや労働審判などを起こされる
可能性もあります。また、裁判に至り整理解雇が無効と
なった場合は、整理解雇となった時点から解雇が無効
と判断されるまでの賃金の支払義務が発生するなど、
会社側が大きなダメージを受けます。

　整理解雇を検討するときは、まずは要件に当てはま
るかを確認し、慎重に判断していくことが大切です。

経営不振を理由に従業員を解雇できる？
知っておきたい整理解雇の要件

正当な理由なしに
解雇することはできない

整理解雇が認められるには、
４つの要件を満たす必要がある

労務ワンポイントコラム

CHECK 04 
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株式会社は年に一度必ず株主総会を開かなければなりませんが、中小企業のなかには書類だ
け作って開いたことにしている会社も存在するようです。しかし、株主総会を開かないことには
経営上のリスクが伴います。今回は、株主総会のルールについて考えてみましょう。

企業活動に支障が出ることも！
株主総会を開かないことのリスクとは

株主は株主総会で
議決権を行使できる

社長が知っておきたい法務講座!
CHECK 05 
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　株式会社において株主は、『出資者であり会社の所
有者』という立場です。株主には利益配当等の経済的
利益を受ける権利（自益権）のほかに、会社の重要な
意思決定に参加する権利（共益権）があります。この共
益権の中心的権利が株主総会における『株主の議決
権』です。
　株主総会には、毎年行う『定時株主総会』と、必要に
応じて召集される『臨時株主総会』という二つの種類
があります。このうち定時株主総会は、『毎事業年度の
終了後一定の時期（通常は会社決算後３カ月以内）に
召集しなければならない』と法律で定められています。
　株主総会の決議事項には、たとえば次のようなもの
があります。どれも会社にとって重要な事項であり、ま
た、議決次第では株主にとって不利になりかねない事
柄です。これらに対して株主は賛否を表明できます。

● 取締役や監査役の選任・解任
● 剰余金の配当
● 資本減少
● 役員報酬額の決定や変更
● 定款の変更
● 事業譲渡や合併の承認

　なお、決議内容は議案の重要度により『普通決議』
『特別決議』『特殊決議』に分けられ、それぞれ可決に
必要な定足数や決議の要件が異なります。

　社長が100％株主の会社や、社長の家族間で株式を
分けてはいるものの経営に関わっているのは社長のみ、
というような会社では、株主総会を開催していないこと
も多いのではないでしょうか。また、実態は株主総会を
開いていないものの、開いているように見せかけるた
め、議事録だけを作成している会社も多いようです。な
かには、株主総会を開かなければならないということを
知らない会社もあるかもしれません。
　しかし、定時株主総会を開くことは法律上の義務で
す。もし株主総会を開くことなく『定款変更を社長が独
断で行った』『役員報酬額の決定を勝手に行った』とい
う場合には、ほかの少数株主等は、『株主総会の決議が
不存在であった』という総会決議不存在確認の訴えを
裁判所に提起し、会社に対して「株主の意見を聞かずに
勝手なことをするな」と違法な業務執行行為の差止め
を求めることができます。
　そして、たとえば株主総会を開かずに、社長の独断で
取締役を選任してしまい、後に株主総会決議不存在確
認の訴えが認められたとすると、取締役の選任は無効
になります。そうすると、その取締役は、決議があったと
きに遡って取締役ではなかったことになるため、会社に
混乱が生じてしまいます。これは、株主総会を開かずに
議事録だけを作成している場合でも同じです。

　株主総会は、株主全員の同意が得られれば、株主総
会の招集手続きを省略することは可能ですが、書面決
議による場合のほかは、開催自体を取りやめることはで
きません。

　株主総会を開かないことは、会社にとって大きなリス
クになる場合があります。後 ト々ラブルが起きてしまわ
ないよう、毎年開催するようにしましょう。

法律で義務化されている株主総会
開かないとどうなる？



ネットを利用した集客方法として、リスティング広告やメルマガなどの方法があります。このうちメル
マガは歴史が古いものの、依然として多くの会社が収益につなげるために活用していることも事実で
す。集客方法としてのメルマガには、どんな有効性があるのでしょうか。

集客方法としてのメルマガ
有効性と活用のヒント

　メルマガとはメールマガジンの略で、企業やWeb
サイトの運営者などから購読希望者に対して一斉に
配信されるメールのことをいいます。SNSのように世
界中に発信されるのではなく、特定の相手にのみ配
信される手紙のようなものであるため、その特性を活
かして得られるメリットは多くあります。
●すぐに始めやすい
　ホームページやランディングページなどは、ある程
度の知識があれば専門家でなくても作れるように
なったとはいえ、ある程度パソコンの知識が必要にな
ります。しかしメルマガは基本的に文章を書いて送信
するだけなので、パソコン作業が苦手な人でも始めや
すいのがメリットの一つです。
●相手が親近感を抱きやすい
　メルマガは相手のメールボックスに届きます。メー
ルボックスは基本的に手作業でチェックするものなの
で、顧客の目に触れやすく、顧客が送り主に対して親
近感を抱きやすくなります。
●顧客の好きなペースでメールを開くことができる
　メルマガはクリックしてメールを開かなければ本文
を読むことができません。つまり、メルマガを読むとき
は顧客が「読もう」と思って自主的にアクションを起こ
したときなのです。読む余裕のあるタイミングで読ん
でもらえるため、内容が頭に残りやすいともいえます。

メルマガならではの
集客上のメリットとは

メルマガの効率を上げるには？
企業の実例から学ぶヒント

増客・増収 のヒント
CHECK 06 
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　次に、メルマガで集客の効率を上げる方法を、実例
を含めていくつか紹介します。
　ある企業では、経理や労務などの管理部門で働く
人をターゲットとしたメルマガを発行。日々の業務で
役立つ仕事のヒントなどを配信するとともに、定期的
に開催するセミナーの告知もメルマガ上で行ってい
ました。内容がセミナー開催の告知ばかりになってし
まうと、メルマガを開いてもどうせ広告だろう、と思わ
れて開封率が下がってしまいます。しかし、メインの内
容をお役立ち情報とすることで、「このメルマガを読
むと仕事の役に立つ」と認知され、メールの開封率と
セミナー参加人数のアップに成功しました。
　また、あるアパレル企業では、メルマガで新商品を
紹介しています。メールはテキストだけでなく画像や
イラストなどを多用できるよう、HTMLメールを使用。
新商品の紹介だけでなく、コーディネート例やほかの
商品との組み合わせ例などを多数掲載することによ
り、ECサイトへの誘導と購買につなげています。

　メルマガを使った集客の効率を上げるには、メルマ
ガのターゲットが一番メールを開きやすい時間や購
入（またはセミナーなどの申し込み）につながりやす
い時間帯を分析し、その時間に合わせてメルマガを配
信することも重要です。
　そして、顧客は届いたメルマガの件名を見て『読む
か捨てるか』を瞬時に判断することも忘れてはいけま
せん。ユーザーが登録しているメルマガは複数あるこ
とが多いため、まずは件名で「読んでみようかな」と思
わせることが何よりも大切です。
　相手の都合を踏まえた戦略を立て、メルマガを効率
的に使っていきましょう。
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福利厚生の充実で自社の魅力をアップ！
そのメリットと注意点とは

　福利厚生には、健康保険や雇用保険などの法定福
利厚生と、社員食堂や託児所などの法定外福利厚生
の２種類があります。法定外福利厚生の充実は会社の
強みにもなりますし、他社との差別化を図ることもで
きるため、会社に次のようなメリットをもたらします。
●社員の定着率が高まる
　たとえば、社内に託児所があれば、子育て中の社員
の出勤時間から保育園などへの移動時間を省くこと
ができます。また、社員食堂で健康的な食事を安く食
べられる環境を整えれば、社員の健康に寄与すること
ができます。こうした福利厚生の充実は、結果として
定着率が上がるなどの効果につながります。
●採用に有利になる
　求職者が抱える候補のなかに仕事内容や給与額が
ほぼ同じという会社があったとします。一方には住宅
手当や家賃補助などがあり、もう一方には最低限の法
定福利厚生制度しかない場合、求職者はもちろん前
者を魅力的に感じます。福利厚生の充実は、採用シー
ンにおいて決め手の一つになることが多いでしょう。
●会社のイメージアップにつながる
　たとえば、ある会社では社員食堂で揚げ物税を導
入し、同時にお魚還元として魚料理を値下げしたこと
が話題になりました。このように、社員の健康や幸福
を考えたユニークな福利厚生は、会社のイメージアッ
プにつながります。

　福利厚生にかかった費用は基本的に経費計上で
きるため、法人税などの節税につながるのも、メリッ
トの一つです。その反面、コストがかかる点は注意し
ておきたいところです。たとえば、社員食堂を新たに
作るとなると食堂の設備費用やスタッフの人件費な
ど、多額の設備投資が必要になります。経費計上で
きるとはいえ、コストがかかるという点は押さえてお
きましょう。
　また、託児所や子ども手当などは、独身の社員に
とってはメリットを享受できる機会がありません。対
象となるのが特定の人ばかりにならないよう、独身
向けの制度も考えるなど、不公平にならないよう注
意しましょう。
　近頃では、引っ越し補助制度やバースデー休暇、
ダイエットを実現させた社員への金一封など、さま
ざまな会社がオリジナルの制度を作っています。福
利厚生制度を見直す際には、自社ならではの社員満
足度を上げる制度を考案してみてもよいかもしれま
せん。

福利厚生は2種類
法定外福利厚生で他社と差別化

福利厚生は全社員のためにある
不公平を生まないことが大事

来期に向け、自社の福利厚生を見直そうと思っています。就職活動をしてい
る人たちにとって福利厚生制度がしっかりしている会社はポイントが高いこ
とはわかりますが、社員が魅力を感じる福利厚生とはどんなものでしょうか。
また、会社として、福利厚生を充実させることでどんなメリットがありますか。

働き方の質が問われるようになった昨今、福利厚生制度の充実は、社員にとって
働きやすい環境である理由の一つといえます。
その在り方は、時代とともに変化しています。最近の情報を確認し、自社の実態に
沿った福利厚生制度を検討していくとよいでしょう。

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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