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災害によるビジネス機能の停止
会社が受けやすいダメージとは

事業を継続・復旧させるために
被害を最小限にとどめるBCPとは

起こりうる自然災害に備える
BCP（事業継続計画）策定ポイント

　近年、日本で頻発した豪雨災害は、河川の決壊、居
住区域の水没などの大きな被害を残しました。こうし
た大災害に見舞われた場合、会社が受けるダメージ
には次のようなことが考えられます。
●重要書類やデータの毀損
　オフィスが被災・損壊し、決算書や各種申告書、取引
先との契約書などの重要書類が物理的に毀損するこ
と、また、端末やサーバが損壊することにより、紙の書
類だけでなくデータそのものが消失する恐れもあり
ます。
●社員が出勤できず、業務にあたることができない
　災害の規模によっては社員の人命に関わることも
あります。安否は確認できたものの、交通手段が断絶
しているために出勤ができない、オフィスが損壊して
業務を行えないなどのほか、今回の新型コロナウイル
ス感染症対策の特別措置法のように、自粛を要請さ
れることによって出勤できない場合もあります。
●取引先が甚大な被害を受け、売掛金の回収が困難に
　自社が被災しなくても、取引先などが被災してし
まった場合、取引は一旦停止せざるを得ません。売掛
金の回収が困難になり、資金繰りがおぼつかなくなる
恐れもあります。下請会社などが被災した場合、必要
な部品などの供給がストップし、商品やサービスを提
供できなくなる可能性もあります。

　そのような非常事態に、被害を最小限にとどめなが
ら事業の継続や早期復旧を実現するには、いかに平
常時から備えているかが重要といえます。そこで、平
常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のた
めの方法、手段などを取り決めておくのが『BCP』と呼
ばれる事業継続計画です。次に、BCPの策定方法を見
ていきましょう。

　中小企業庁『中小企業BCP策定運用指針』のホーム
ページで公開されているガイドブック『BCP策定のた
めのヒント～中小企業が緊急事態を生き抜くために
～』では、策定の例として、ある中小企業の社長が
BCPを策定するまでの道のりを10のSTEPで示して
います。自社に置き換えて考えることで、より具体的
なBCP策定に取り組めるでしょう。

【10のSTEP（例）】
①自社が遭遇する重大な自然災害などを確認する
②自社の存続にかかわる重要な業務をあげてみる
③中核事業を復旧させる目標時間を設定する
④復旧に長時間を要する資源を特定する
⑤資金調達についても考えておく
⑥対策や代替手段を考える
⑦従業員、取引先などとの共通認識を持つ
⑧安否確認と取引先との連絡手段を考える
⑨今後、実施すべきことを理解し、計画的に進めていく
⑩１年間の活動を総括して、BCPを見直す

　同ホームページでは、BCP策定のための様式類の
ほか、BCPのサンプルもダウンロードできますので、
そちらを利用するのもよいでしょう。また、すぐには
BCPの策定に着手できないという場合でも、『書類の
電子化・クラウド化を進める』『ハザードマップで地域
の避難場所や避難経路を確認する』『災害時の社員の
安否確認方法を決めておく』など、日頃から社内でで
きる災害時の備えを進めておくことが大切です。

　もしものときの大混乱を防ぐことが、速やかにダ
メージから立ち直るための第一歩といえます。できる
だけ早いうちにBCPを策定しましょう。

ここ数年、日本は地震や大雨などによる甚大な被害に見舞われています。会社が大規模な天災に
巻き込まれてしまったときには、ビジネスにも大きな損害が生じます。今回は、被害を最小限にと
どめ、速やかにダメージから立ち直るために必要なことを確認していきましょう。

経営 TOPICS
CHECK 01 
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１人当たりの労働生産性
日本は加盟37カ国中26位

人手不足による雇用の拡大が
生産性向上の足かせに

労働生産性を上げるには
日常の業務改善がポイントになる

出典：公益財団法人日本生産性本部『労働生産性の国際比較2020』単位：購買力平価換算USドル

国の経済規模を示す指標として使われている『GDP』。このGDPを高めるためには、国民一人
ひとり、時間あたりの労働生産性を高めることが重要なポイントとなります。
今回は、他国に比べ、日本の生産性がどのような数値を示しているのかを説明します。

　公益財団法人日本生産性本部が公開した『労働生
産性の国際比較2020』によれば、2019年における日
本の就業者１人あたりの労働生産性は年間81,183
ドルとなっており、OECD加盟37カ国のなかで26位
となりました。１位はアイルランドで187,745ドル。日
本は３位であるアメリカの136,051ドルと比較しても
6割程度の低い水準であることが分かります。特に、コ
ロナ禍で経済活動が世界的に収縮した2020年4～6
月期における日本の実質労働生産性上昇率が、－
9.2％(前年同期比)と低下したことが労働生産性にも
影響したと見られています。
　１位のアイルランドは1990年までは10位にも
入っていませんでしたが、堅調に上昇を続け、2010
年には４位、2018年からは２年連続１位となりました。

　アイルランドが１位となった要因は、アイルランド
が法人税率などを低くしたことによって、Googleや
Appleなどのさまざまな多国籍企業の欧州本部等を
呼び込むことに成功した点にあるとしています。　
　中長期的に人口減少や高齢化が進み、労働者数の
減少や就業率の低下が続く日本において、即急に労
働生産性を上げることは困難といえるでしょう。まず
は小さなところから取り組んでいくのがよいかもしれ
ません。たとえば、慣習となっている署名捺印を簡素
化する、紙の書類の電子化を進めるといった日常業務
の改善や、社員のスキルアップによる業務効率の改善、
属人的な業務を標準化するなどが考えられます。そう
して少しずつでも、一人当たりのGDPが示す“経済的
豊かさ”を上昇させたいものです。

OECD加盟諸国の労働生産性 （2019年・就業者1人当たり／37カ国比較）

で見る経営データ
CHECK 02 
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法人税も工夫すれば節税可能
中小法人向けの特例をチェックしよう

企業にかかる法人税
実は多くの特例がある

ほかにもある中小企業向けの特例
欠損金の控除や還付など

企業には法人税を支払う義務があり、たとえ高く感じられてもきちんと納税しなければいけま
せん。ただし、法人税には中小法人向けの特例があり、条件が合えば税額を減らすこともでき
ます。今回はこの制度について、概要を紹介します。

　仕事で収入があった個人は、一定の割合で国に所
得税を納めることになっています。会社も同じように、
その年に得た収益に応じて法人税を納めるように決
められています。
　しかし、法人税には個人の支払う所得税と大きく違
う点もあります。大きな違いは、累進課税制ではない
ということ。法人の種類によって税率は異なりますが、
一定税率制であるため、大きく利益が出たとしても税
率は変わりません。また、申告期限についても、個人は
一律で期限が決められていますが、法人税の場合は
法人の決算月によって申告期限が異なるなどの違い
もあります。
　この法人税については、中小法人に対して多くの特
例が設けられています。これらを利用すれば、控除や
還付などが受けられ、節税効果があるのです。
　ここでいう中小法人とは、一般的に資本金の額が１
億円以下の会社を指しますが、親会社が大法人に当
たるなどの場合には、中小法人に含まれないこともあ
ります。『中小法人』の定義は制度によって若干異なる
ため、利用しようと考えている制度ごとに該当するか
どうかを調べる必要があります。
　では、中小法人を対象とする特例についていくつか
ご紹介します。

特例①　貸倒引当金の損金算入
　売掛金として計上していたにもかかわらず、相手方
の倒産や資金繰りの悪化などによって売掛金を回収
できない場合や、貸付金などの債権が回収できない
場合などにより貸し倒れてしまうことがあります。
　この場合、会計上は貸倒引当金として計上すること
になりますが、中小法人においては貸倒引当金を損金
として算入することができます。

特例②　欠損金の繰越控除（青色法人が対象）
　事業において赤字（欠損金）が出てしまったとき、
その欠損金については繰越控除を受けることができ、
翌事業年度以降に出た所得から控除ができます。た
とえば１年目に欠損金が1,000万円、２年目に黒字に
なって課税対象額が５,000万円だった場合、繰越控
除を使わなければ２年目には５,000万円に法人税が
課税されます。
　しかし繰越控除を使うと１年目の欠損金を２年目に
繰越でき、２年目は【５,000万円－1,000万円＝４,
000万円】と法人税の課税が少なくなります。
特例③　欠損金の繰戻還付（青色法人が対象）
　欠損金の繰戻還付とは、生じた欠損金をほかの事
業年度に繰り戻すことで、すでに納税している法人
税について還付を受けられる制度です。
　繰り戻せる事業年度は『欠損金額が生じた事業年
度開始日の前、１年以内に開始している事業年度』で
あることが要件となっており、繰戻可能年数は、欠損
金が生じた事業年度がいつであるのかによって変
わってきます。
特例④　交際費の損金算入
　交際費は原則的に経費になりませんが、一定の金
額は損金として算入することが認められています。
中小法人であれば、交際費のうち年間800万円まで
か、『接待飲食費』の50%分のいずれかを選択して損
金に算入することができ、これは大企業よりも有利
となります。

　このように、中小法人にはさまざまな特例措置が
あり、要件に該当する場合は、税額が少なくできるか
もしれません。利用できるものがあるかチェックして
みてもよいでしょう。

2分セミナー税務・会計
CHECK 03 



従業員の副業を解禁するとき
労務管理で注意するべきポイントとは？

副業を希望する社員が増加中
解禁前に規程のチェックを

労災は全ての賃金額を合算に？
副業関連法はこれからも変わる
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働き方改革によって、今までよりも副業を許可する会社が増えました。従業員に副業を認めると、
会社はこれまでとは違う問題にも直面することになります。今回は、副業にまつわる労働時間や割
増賃金についての知識を確認していきましょう。

　2019年にパーソル総合研究所が実施した『副業の
実態・意識調査』によると、正社員のうち『現在副業し
ている』と回答した人は10.9％、正社員の非副業者の
うち『副業意向あり』と回答した人は41.0％でした。
　いまだに多くの企業が副業禁止であることを考慮
すると、したくてもできない副業希望者は相当数いる
と推測され、副業解禁により、副業をする正社員はさ
らに増加していく可能性が示されています。
　ところで、副業といっても多種多様なスタイルがあ
ります。正社員とアルバイト・パートをかけ持ちする
ケース、どちらともアルバイトでかけ持ちするケース、
正社員として２つの会社で就業するケース、正社員と
して働くとともに個人事業主として仕事を請け負う
ケースなど、本人の希望によってさまざまな働き方が
あります。
　しかし、こうした副業をよしとしない会社も依然とし
て少なくありません。そこには、副業のさまざまな問
題点が隠れています。
　たとえば、コンサルティングファームで働いている
人が、副業として同業他社でコンサル業務をするよう
なケースでは、その会社に顧客を奪われたり、ノウハ
ウが流出するリスクが考えられます。
　従業員にとっては今のスキルがそのまま生かせる
ので、比較的容易に収入が増やせ、スキルアップにも
つながるなど、メリットが大きいのですが、会社として
は慎重にならざるを得ない部分も多いでしょう。
　この点に関しては『競業避止義務』を入社時に定め
ている会社がほとんどなので、自社の不利益になるよ
うな副業は禁止できるはずです。ただし、思わぬ抜け
穴が存在する可能性もあるので、副業を解禁するな
らば、労働契約や就業規則における義務の範囲をもう
一度明確にするなど、規則を見直すことも大切です。

　副業を解禁する前に、昨年変わったばかりの労災制
度についても確認しておきましょう。
　改正された労働者災害補償保険法では『複数の会
社に雇用されている労働者が、労働災害に遭った場合
に、本人や遺族が受け取れる給付金は、全ての会社の
賃金額を合計した金額を基に決定する』ということが
決まりました。もし賃金額が少ない副業先で労災に遭
い、労災認定が下りた場合でも、すべての勤務先の賃
金額の合算額を基に保険給付額が決まるのです。ち
なみにこれは、会社が負担する労災保険料が上がる
のではなく、計算式が変わるという意味です。会社側
の負担が増えることはないので、保険料の変更などは
必要ありません。　
　また、副業を認めた結果、従業員が働きすぎてしま
う可能性についても注意が必要です。たとえば、平日、
本業で７時間労働をした後に副業先で２時間労働を
すると、法定労働時間である週40時間という枠を超
えてしまいます。週に40時間を超える労働について
は、割増賃金を払わなければなりません。この割増賃
金については、『時間的に後から労働契約を締結した
使用者』に支払う義務があります。つまり、本業よりも
副業先が後から労働契約を締結した場合は、副業先
に割増賃金の支払い義務があるのです。
　
　副業に関しては、これからも法整備が進んでいくは
ずです。規則が変更になった時にきちんと対応できる
よう、普段からよく確認しておきましょう。

労務ワンポイントコラム

CHECK 04 



退職した従業員とのトラブルを防ぐ！
労働契約時に発生する義務を再確認

さまざまなケースがある
元従業員とのトラブル事例
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労働契約時に発生する
守るべき３つの義務とは

業務を任せていた責任者の退職は、会社にとって大きな痛手です。そればかりか、元従業員の独立
開業により取引先を奪われたり、情報漏洩問題が発生したりというトラブルが生じることも。今回は、
退職した従業員とのトラブルを防ぐ、労働契約時の義務について説明します。

　従業員の退職は、会社の業務に少なからず支障を
生じさせるだけでなく、その従業員の退職後の動向に
よって会社が大きなリスクを負うこともあります。退
職した従業員がライバルとなる会社を立ち上げたり、
フリーランスで独立開業したりなどの行為により、以
下のようなトラブルに発展する場合も考えられます。

●取引先に自社よりも安い金額などで交渉され、結果
　的に取引先を奪われる
●機密情報を持ち出し、競合他社に漏洩される
●顧客を持っていかれる
●社員を引き抜かれる

　こうした行為のなかには、法律で禁止されているも
のもあります。それを知っていて意図的に行う退職者
もいれば、違法行為になることを知らずにやってしま
い、結果的に元いた会社に損害を与えてしまったとい
う退職者もいるでしょう。
　どちらの場合にせよ、会社としては、リスクが顕在化
しないように対策をとらなければなりません。
　また、『元従業員が在職中に機密情報を持ち出して
いた』『ほかの従業員を引き抜くために声をかけてい
た』など、退職後に判明した在職中の行為であっても、
労働契約に違反する可能性があります。在職中であ
れば懲戒処分の対象となりますし、退職後にこれらの
行為が判明し、会社が損害を被った場合は、損害賠償
請求をして責任を追及していくことになります。

　実際に従業員または退職した元従業員に対してど
のような責任追及ができるかについてはケースバイ
ケースになるため、会社としては基本的な考え方を理
解しておくことがポイントといえるでしょう。

　原則として、従業員は退職・転職をする権利があり、
独立開業をする権利も認められています。これは憲法
で認められている『職業選択の自由』ですから、会社が
禁止することはできません。ただし、会社と従業員と
で労働契約を結ぶと、従業員は『労務提供義務』や『秘
密保持義務』、『競業避止義務』などの義務を負います。
　労務提供義務とは、労働契約を結んだ労働者が、勤
務時間や休日、業務内容など労働契約で交わした条
件・内容の労務を提供する義務のことをいいます。会
社は労働者に対して業務についての命令等をする権
利があり、労働者はその命令に従う義務が生じます。
　秘密保持義務は、業務上知り得た秘密について外
部に漏らすことを禁止し、それを守る義務のことです。
在職中の労働者だけでなく、退職者に対しても適用す
る場合があります。
　そして競業避止義務は、従業員に、在職中または退
職後に、会社の利益を害するようなことを行わないよ
う義務づけるものです。従業員は、会社の利益を不当
に害することのないよう誠実に行動しなければなりま
せん。このような観点からしても、取引先や顧客を奪
う・自社の技術を外部に持ち出す・社員を引き抜くな
どの行為は、競業避止義務に違反する可能性が高い
のです。
　具体的な対応策としては、労働契約時に、『退職後
の独立開業』について従業員との間で『競業避止義務
契約』の締結をしておくとよいでしょう。従業員の職業
選択の自由を不当に害するものとならないよう、競業
避止義務の範囲を明確に定めることが重要です。

　退職した従業員とトラブルになり会社が損害を被
ることにならないよう、日頃から退職後の決まりを定
め、会社と従業員の認識を揃えておきましょう。

社長が知っておきたい法務講座!
CHECK 05 



販路拡大の強い味方！
海外向けネット販売の方法

言語の問題をクリアするのが
海外向けネット販売の必須条件

想像より簡単！ ECモールと
ネットショップ作成サービス

ー 7 ー

日本は内需の国であるといわれていますが、今後は国外の取引などへの拡大意欲はさらに活発
になっていくことが予想されます。そこで今回は、ECサイトの売上げ拡大のために、海外向けの
ネット販売にトライする方法を紹介します。

　日本で商品を作って海外向けに売りたいと考えた
とき、ネット販売であれば実店舗を持つ必要がなく、
商品ができたらすぐサイトに掲載し、販売を開始する
ことができます。店舗までの配送、消費者の目に触れ
るまでの時間も大幅に短縮することができます。
　また、世界の共通言語である英語に対応したECサ
イトを運用することで、多くの国に向けて情報を発信
することが可能になります。商材にもよりますが、日本
製品は「良質で丁寧に作られている」「細部まできめ細
やかな配慮が見られる」と海外での信頼が厚いもの。
メイド・イン・ジャパンの価値を認める市場を見つける
ことができれば販売面で有利になるでしょう。
　一方で、海外向けの販売サイトを運用するうえで、
まず大きな壁となるのが言語であるともいえます。相
手国の言語ごとに、その語学に長けたスタッフを入れ
ることができれば問題ありませんが、それでも複数の
国を相手にするとなると、販売者側と顧客とのコミュ
ニケーションがうまく取れないという問題が起こりや
すくなります。
　そして、商品を顧客に届ける段においては、海外に
向けて発送することになるため送料もかかりますし、
配送の日数もかかります。顧客に海外サイトのデメ
リットを感じさせないよう、商品以外に支払う代金や
商品到着の正確性などに強みを持たせたほうがよい
でしょう。

　自分でECサイトを作るのが困難な場合は、『Ama-
zon』や『楽天』、『eBay』などのECモールを利用すれ
ば、アカウントを取得して商品を登録し、すぐにお店を
出すことができます。ECモールはプランによって出店
料や月額費用などの固定費が発生しますし、販売手数
料などを運営会社に支払う必要があります。しかし、商
品を検索したユーザーを取り込むSEO対策に長けて
いるため、比較的集客しやすいといえるでしょう。
　もう一つの方法としては、『BASE』や『カラーミー
ショップ』のようなネットショップ作成サービスがあり
ます。ECモールに比べてレコメンドといった販売促進
機能が少なく、集客やリピーター獲得のための工夫を
する必要があります。しかし、登録費や固定費は無料
というサービスが多いため、余計なコストをかけずに
販売を開始することが可能です。
　どちらも商品さえあればすぐに販売を開始できる
というのが最大のメリットです。
　
　海外で商品を販売する際は、消費税はかかりません。
仕入れ先が国内の場合は商品の仕入れの際に消費税
を支払いますが、課税事業者であれば還付を受けら
れます。確定申告の際に忘れずに申告しましょう。
　一方、海外の顧客に課税されるのが関税です。関税
は国によって制度が違うため、顧客の国によって、顧
客が最終的に支払う金額が変わってきます。また、欧
州では関税のほかにVAT（付加価値税）もかかるので
注意が必要です。サイト上で関税等見込み額を明示し
忘れないようにしましょう。
　扱う商品や、運営にかけられる時間、売上の目標や
運営予算などを考慮しながら、海外でのネットショップ
販売にトライするのもよいかもしれません。

増客・増収 のヒント
CHECK 06 
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今さら聞けない、『GDP』って何？
国の豊かさを示す国内総生産とは

日本企業が海外生産したものは
日本のGDPに含まれない

GDPに反映されない豊かさも
現代には多く存在する

GDPとは、国内総生産のことを指します。一定期間内に国内で生産されたモノや
サービスの付加価値の合計額を示すもので、国内の景気を比較的正確に反映す
る指標として使われています。この数値を見ることで、その国の経済規模が分かり、
景気の変動や経済成長を分析できるのです。

　GDPの内訳は、日本で生活する人々による“消費”
と国内の企業が行う“投資”、政府が使った“政府支出”、
輸出額から輸入額を差し引いた“貿易収入”からなっ
ており、GDPはそれらの合計額となります。注意すべ
きなのは、国内で生み出されたものだけが対象とな
るということ。現在多くの日本企業が海外に工場を
持っていますが、海外の工場で生産し、海外向けに販
売されたものは、日本のGDPに含まれません。
　また、GDPと似ている指標に、GNI（国民総所得）と
呼ばれるものがあります。GDPが『国内で一定期間に
生産されたモノやサービスの付加価値の合計額』で
あるのに対し、GNIは『日本国居住者が国内外から一
定期間に得た所得の合計』を表します。GNIには、海外
にある日本企業の所得も含まれるため、よりグローバ
ルな視点で示された数値であるといえるでしょう。
　一方、GDPはその国の経済力の目安としてよく用
いられ、このGDPが前年同期や前期と比べてどのくら
い増減したのかを見ることで、国内の景気変動や経済
成長を推定することができます。つまり、GDPは経済
的豊かさの指標でもあるのです。
　GDPの数字を上げるためには、労働力人口を増や
す、効率化を図って生産性を上げるといった基本的な
ことに加えて、外国企業を誘致するなどさまざまな取
り組みが提案されています。

　このほかに、GDPに含まれないものとして、無料コ
ンテンツや家事労働などがあげられます。最近では無
料コンテンツで集客し、そこからサブスクリプション
（定額サービス）につなげていくというビジネスが多
く出てきていますが、そこで提供されるものがどれだ
け価値ある情報やコンテンツであっても、無料であれ
ばGDPには含まれません。また、お互いに得意とする
スキルを交換してビジネスを加速させるシェアリング
エコノミーのような手法も、同じようにGDPに反映さ
れません。
　そういったことから、現代の日本の経済傾向を把握
するという意味では、GDPだけでは分からない部分
が多々あるといえるでしょう。そのため、「もはやGDP
では経済的な豊かさを図れないのでは」といった声が
上がっているのも事実です。

数年前、政府が「名目GDPを600兆円に引き上げる」という目標を立てたりと、
GDPは経済において重要な指標とされています。そもそも、GDPとは何を示し
ているのでしょうか？

社長のマネジメントをサポート 経営管理マガジン

経営なんでもQ&A? !

CHECK 07 


	202103_P000
	202103_Pall
	kk2103_P2
	kk2103_P3
	kk2103_P4
	kk2103_P5
	kk2103_P6
	kk2103_P7
	kk2103_P8pdf




