
〒110-0016 東京都台東区台東４-13-20 ハクセンビル４階
tel：03-6231-7314
fax：03-6735-4608
URL：https://ashitak.com/ あした 会計 検 索

ashit
新しいスタンプ



経営 TOPICS
CHECK 01 
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ふるさと納税の意義とは？
制度の適用条件を確認

税額控除が適用されるふるさと納税
税目ごとの特例措置は？

企業版ふるさと納税とは？
制度の適用条件と活用ポイント

　ふるさと納税の制度は2008年に始まりました。そ
の背景にあるのは『生まれ育った地域に納税できる制
度を作ろう』という考えです。
　地方には、子育て支援に行政コストを割いても、若
者が進学や就職などのために都市圏に流出するため、
税収が増えないという課題がありました。その不均衡
をなくそうと始まったのが、ふるさと納税です。
　2016年には、個人向けだけでなく、企業向けのふ
るさと納税も創設されました。正式名称は『地方創生
応援税制』で、内閣府が主導で取り組んでいる地方創
生施策のなかの一つです。企業が自治体の地方創生
に関するプロジェクトに寄附することによって、法人住
民税、法人事業税、法人税が特例的に控除される仕組
みです。
　企業版ふるさと納税制度の活用にあたっては、いく
つかの適用条件がありますので、ご注意ください。

●寄附先の条件：本社所在地に該当する自治体への
　寄附は制度対象外
　※寄附を行うことは可能ですが特例措置を受けられません。
●寄附を行うことの代償として『経済的な便益』を
　受け取ることは禁止
●最低寄附金額：10万円
●一部の自治体は制度適用外

　企業版ふるさと納税の大きなメリットである節税効
果について説明します。
　税目ごとの特例措置（税額控除割合）は以下の通り
です。現在の税額控除割合は、2020年の税制改正で
現行の２倍に引き上げられています。この措置は
2020年4月以降の各企業の事業年度基準(新事業年
度)から適用となり、2024年度までとされています。
●法人住民税…寄附額の40％
●法人税…法人住民税で40％に達しない場合、
　　　　　その残額。ただし、寄附額の10％を限度
●法人事業税…寄附額の20％

　税負担の軽減額を例示し、計算してみましょう。
　法人が寄附を行った場合は、その全額を経費として
計上できるしくみがあります。法人住民税と法人事業
税の割合は約30％なので、1,000万円を寄附した場
合、1,000万円×30％＝300万円を決算時に損金とし
て追加できるのです。さらにふるさと納税制度で、最
大60%の税額控除を受けることができるため、寄附
額が1,000万円の場合は、最大で1,000万円×60％
＝600万円が控除されることになります。
　まとめると、1,000万円寄附した場合、最大300万
円＋600万円＝900万円分の税負担の軽減効果があ
ります。
　また、ふるさと納税をすることによりCSR（企業の社
会的責任）活動に取り組むことができ、取引先によい
印象を持ってもらえることもメリットです。CSRの意識
を持ち、実際に取り組めば、企業評価を上げることも
できるでしょう。
　特例措置期間中は、より節税効果も高いので、この
機会に取り組んでみてもよいかもしれません。

『ふるさと納税』について、個人向けのほかに、自治体が実施する地域創生事業に寄附をすること
で、企業が税額控除を受けられる『企業版ふるさと納税』があることをご存知でしょうか。
今回は、2016年に創設された企業版ふるさと納税についてご紹介します。



で見る経営データ
CHECK 02 
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手形取引の市場が急速に減少
時間のロスと重い処罰が要因か

手形交換高、手形交換所ともに
ピーク時より大幅に減少

手形取引の電子化推奨により
どう活用されていくかに注目

出典：東京商工リサーチ

1990年のピーク時には4,797兆円を超える交換高を誇った手形取引ですが、手形の流通量
は、2019年にはピーク時の約４％にまで激減しました。手形取引は、なぜここまで大きく減少
したのでしょうか。今回は、手形取引の動きと、減少に至った背景について説明します。

　東京商工リサーチの『2019年「手形・でんさい」動
向調査』によれば、2019年の全国の手形交換高は
183兆9,808億円で、ピークの1990年（4,797兆
2,906億円）から96.1%も減少しました。2017年から
３年連続の大幅減少であり、1966年（164兆6,702億
円）以来、53年ぶりの低水準となりました。
　手形交換所は、手形交換枚数の上昇に伴って増加
し、1997年には185カ所と最多を記録しましたが、そ
こから枚数の減少による統廃合が進んだ結果、2017
年には107カ所にまで減少しました。　
　手形取引が減少した理由としては、手形を利用する
ための手続きに、振出人・受取人のいずれにも手間が
かかるうえ、手形を現金化する際にも時間がかかるこ
となどが考えられるでしょう。

　2016年に中小企業庁と公正取引委員会により、下
請代金の支払手段については、原則として可能な限り
現金での支払いとし、手形サイト（振出日から支払期
日まで）は将来的に60日以内とする方針であるなど
の通達が出されました。こうした動きを受けて、手形
取引の減少は加速したものと思われます。
　手形取引の最大のメリットは、数カ月先まで資金を
プールしておけることと、利息が乗らないことです。し
かし、不渡りを出してしまったときのダメージが大きく、
６カ月以内に二度の不渡りを出せば、２年間銀行取引
停止となるなど重い処分が課されます。
　政府や全国銀行協会が手形や小切手の電子化を推
奨しているなか、処分が厳密な手形取引がどのように
活用されていくのかが注目されます。

2019年　手形交換高および交換所数

1990 182 47,972,906 2008 122

1991 182 40,374,646 2009 121

1992 182 35,634,974 2010 121

1993 182 32,623,820 2011 119

1994 182 27,698,568 2012 118

1995 182 18,451,065 2013 115

1996 181 17,450,220 2014 113

1997 185 15,849,914 2015 113

1998 178 12,961,511 2016 109

1999 177 11,385,527 2017 107

2000 174 10,523,389 2018 107

2019 107

4,329,745

3,735,305

3,758,952

3,796,314

3,692,033

3,664,449

3,326,553

2,990,322

4,242,244

年 交換所数 手形交換高
金額（億円） 年 交換所数 手形交換高

金額（億円）

3,741,580

2,612,755

1,839,808



2分セミナー税務・会計
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会社のお金をしっかり管理！
収益と費用に関する用語を理解しよう

違いを知っておきたい
会計上の５つの利益

営業利益を間違えて計上したら
どのような影響が出る？

会社に入ってくるお金には、扱っている商品やサービスの対価となる『売上』以外にもさまざま
なものがあります。もし、この区別が曖昧になってしまった場合、後々の会計処理にどのような
影響が出るのでしょうか。今回は、収益と費用に関する用語について解説します。

　会社に入ってくるお金のことを『収益』と呼びます。
収益は、大きくは『売上』と『売上以外』に分けられます。
『売上』とは、商品やサービスの対価のことで、たとえ
ば、レストランが顧客に料理をサーブして得るお金は
売上に分類されます。一方、銀行の預金利息などは、
『売上以外』の収益となります。
　そして、収益から経費などの費用を差し引いたもの
を『利益』といいます。利益には、以下の５つの概念が
あります。

●売上総利益
売上高から『売上原価』を引いたもの。売上原価とは、
商品やサービスの仕入れ・製造に必要な費用のこと
をいいます。
●営業利益
会社が本業によって得た利益のこと。売上総利益から
『販売費および一般管理費』（以下、販管費）を引いた
ものとなります。販管費とは、商品やサービスの販売
や、管理に直接要した費用のことをいいます。人件費
や光熱費、広告宣伝費などがこれにあたります。
●経常利益
経済活動において経常的、反復的に生じる利益のこと。
本業の利益（＝営業利益）に、資産運用をして得た収益
や銀行の預金利息など、本業以外から得た収益や費
用を足し引きしたものです。
●税引前当期純利益（法人税等を差し引く前の利益）
経常利益に、その期だけに例外的に生じた特別利益
や特別損失を足し引きしたもの。
●当期純利益
全ての収益から全ての費用を引いて残ったもの。税引
前当期純利益から法人税等を引いた最終的な利益の
ことです。

　もし会計ミスをして、営業利益にあたるものを営
業外の利益として計上してしまっても、法人税額は
変わりません。法人税は税引前当期純利益をもとに
算出するため、利益の計上先を誤っても影響はない
のです。
　ただし、営業利益と経常利益は会社の業績を判断
する指針でもあるため、計上先を間違えると正しく
経営状態が把握できなくなる恐れがあります。利益
面は、金融機関から融資を受ける際に見られる部分
でもあるので、課税額に影響しなくとも適宜修正し
ましょう。
　次に、『費用』の種類を見ていきましょう。費用は、
『売上原価』と『販売費および一般管理費』（販管費）
の２つに大きく分けることができます。それぞれの意
味はすでに述べたとおりです。
　では、費用の計上先を間違えた場合はどのような
影響があるでしょうか？　たとえば、売上原価に当た
るものを販管費に計上したり、その逆を行ったりする
と、売上総利益の数字が変わることになります。そう
なると営業利益の数字にも影響が出てしまい、前述
と同じく、金融機関の融資の審査に影響が出るなど
のリスクが発生します。

　会計処理を誤ると、その箇所だけでなく、ほかの
項目にまで影響がおよぶことがあります。収益と費
用についてしっかり理解し、些細なミスでも、見つけ
たらすぐに修正する習慣をつけておきましょう。



労務ワンポイントコラム
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よりよい職場づくりに貢献！
会社側にもメリットの多い労働組合

労働組合は何のためにある？
労働者を守る労働組合法とは

労働組合は敵ではない
会社側のメリットもたくさん
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労働者の権利は憲法で守られており、労働者は労働組合を作って会社と交渉をすることが権利と
して認められています。今回は、会社にとって労働組合がどのような存在であるのか、労働組合が
あることによるメリットについて説明します。

　労働組合は、労働者が作るものです。大企業では労
働組合があることが多いですが、中小企業の場合は
労働組合がないところも珍しくなく、社外の労働組合
に加入する場合もあります。
　労働組合の組織率は1940年代には50％を超えて
いましたが、その後年々減少して2019年の組織率は
16.7％と推定されています。そのうち、パートタイ
マーの組織率は8.1％です。
　厚生労働省では、労働組合について『労働者が団結
して、賃金や労働時間などの労働条件の改善を図る
ためにつくる団体』と定義しています。
　会社よりも立場の弱い労働者たちを守るために、憲
法が『団結権』『団体交渉権』『団体行動権（争議権）』と
いう労働三権を明文で認めています。この労働三権が
指す『団体』が労働組合のことで、労働組合に関する
具体的な取り決めは、労働組合法という法律に定めら
れています。
　労働組合法は、会社が労働組合および労働組合員
に対して不利益な取り扱いをするなど、組合活動を妨
害する行為を『不当労働行為』として禁止しています。
●労働組合への加入や正当な労働組合活動などを理
　由に、解雇、降格、給料の引き下げ、嫌がらせ等の不
　利益な取り扱いをすること
●団体交渉を正当な理由なく拒否すること
●労働組合の結成や運営に対して支配・介入したり、
　運営の経費について経理上の援助をしたりすること
●労働者が労働委員会に不法労働行為を申し立てた
　り、労働委員会に関する手続きにおいて行った発言
　や証拠提出を理由に、不利益な取り扱いをすること

　つまり、会社は労働者の労働組合加入を妨げたり、
不当に干渉や支配をしたりしてはならないのです。

　労働組合は必ずしも会社と敵対関係にあるわけで
はありません。問題解決に向けて労使が粘り強く話し
合い、納得できる解決方法を引き出すことが目的であ
り、会社にとっても以下のようなメリットがあります。
●従業員の離職率を下げられる
労働組合は、従業員の権利が不当に侵害されないよ
う、会社に対して交渉する役割を担います。組合が健
全に機能すると、労働環境の改善により、従業員の仕
事へのモチベーションアップや、離職率の低下などが
期待できます。
●対外的・対内的評価が上がる
労働組合が社内にあるということは、労働者が不当な
扱いを受けたときに権利を主張することを会社が認
めている、ということの表れでもあります。
また、労働組合が社内にないと、外部の労働組合（ユ
ニオンなど）に駆け込まれ、かえって問題が大きくなっ
てしまうおそれもあります。
●職場の生の声が入りやすく、透明性が増す
組合役員が職場の生の声を収集し、職場運営などに
対し提言を行うことにより、会社の風通しがよくなりま
す。
●会社と従業員の信頼関係が向上する
労働組合があることによって、会社の経営管理面や労
使の信頼関係によい影響が出ます。

　労働組合は、賃金などの労働条件の向上を会社に
求めるだけではありません。労働組合が吸い上げてく
る従業員の意見を聞けることは、職場のモラルアップ
や風通しをよくすることにも繋がります。
　自己の権利主張だけではなく、会社との共存共栄
を目的として従業員が労働組合を作りたいと申し出
てきたら、協力するのが得策といえます。



社長が知っておきたい法務講座!
CHECK 05 

人気キャラとコラボするなら
大切な商標ライセンス契約について

ライセンスを提供する側、受ける側
双方にとってのメリットとは
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使用の範囲や期間、加工など
ライセンス契約は確認事項が多い

有名なアニメのキャラクターとコラボした商品は多くあります。影響力のある商標とライセンス契
約を結び商品展開をするビジネスは、自社の製品やサービスのよさをより多くの人に知ってもらえ
る方法といえます。そこで今回は、商標ライセンス契約について説明します。

　商標とは、自己の商品やサービスと、他人の商品や
サービスとを識別することを可能にする標識のことを
いいます。商標は知的財産権として保護されており、
商標登録されたものを使い、第三者が勝手に商品を
作って売ることは違法とされています。そして、このよ
うな商標のついたものに第三者が対価を支払って使
用許諾を得る契約を、ライセンス契約といいます。
　ライセンシー（許諾を受ける側）の大きなメリットと
しては、すでに強い訴求力を持ち、多くの人から認知
されている商標を使用することができれば、開発コス
トは大幅に抑えられることといえます。新たな商品や
サービスを顧客に強く訴求するのは簡単ではありま
せんから、この点において、ライセンス契約は一つの
解決策となるでしょう。たとえば若い人に人気のキャ
ラクターを使った商品を売り出せば、そのキャラク
ターに魅力を感じている若い層が顧客になります。つ
まり、そのキャラクターを自社製品に載せることで新
たな顧客層の開拓が可能になるのです。新たな商品
やサービスの開発には時間とコストがかかりますが、
ライセンス契約によって継続的に収益を得られれば、
これらのコストを回収することも期待できます。

　一方、ライセンサー（ライセンスを持っている側）に
も大きなメリットがあります。たとえば、ライセンス契
約を通じてキャラクターの認知度が高まる点です。
1980年代に爆発的なヒットを記録した『うる星やつ
ら』という漫画は、ファッションブランドや雑貨ブランド
とのコラボグッズを通じて、いまだに若い人からも支
持を得ています。ほかにも『鉄腕アトム』や『ドラえも
ん』など、ライセンス契約をうまく使って、時代を問わ
ずキャラクターの認知度を高めている例は数多くあ
ります。

　では、ライセンス契約をする際には、どのような注
意が必要でしょうか？
　まず、ライセンサーが気を付けるべきことは、ライ
センス契約を締結すると、契約先の社員など、多くの
人がそのキャラクターに関連した仕事をするようにな
る点です。ライセンサーが意図しない営業活動によっ
て、商標に悪いイメージがついてしまう可能性も否定
できません。そのため、ライセンス契約を締結すると
きには、使用の形態や範囲、期間などを明確にするこ
とがとても重要です。また、ロゴやキャラクターの色
やフォント、配置などを無断で修正・加工することを禁
じることも可能です。修正や加工を認める場合には、
どこまでを認めるのか明確な線引きが必要でしょう。
　そして、ライセンシーの注意点としては、その商標
を独占的に使用できるのか、それとも他社ともライセ
ンス契約を締結する可能性があるのか、また、どこま
で商標を利用してよいのかといったことを、できるだ
け明確に把握することが重要です。曖昧な部分を残し
てしまうと、トラブルに発展したときに損害賠償を請
求されたり、その商品を販売できなくなったりする可
能性があります。将来的なトラブルに発展しないよう、
契約時にしっかり確認しておきましょう。



増客・増収 のヒント
CHECK 06 

マーケットインでヒット商品を作るための
顧客アンケートの活かし方とは

顧客の生の声に耳を傾けるのが
マーケットイン成功のカギ

商品開発に活かせる
顧客アンケート作りのポイント
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マーケットインの手法を用いて商品やサービスを開発したり、改善したりするためには、実際に商
品やサービスを利用している人の声を反映させるのが最も効率的です。消費者のニーズに合った
商品の開発や販売を行うために、『顧客アンケート』を有効活用しましょう。

　マーケティング用語の一つに『マーケットイン』とい
う言葉があります。これは、商品やサービスを開発す
るときに、自社が作りたいものや売りたいものではな
く、消費者のニーズを優先させるという発想です。
　マーケットインの手法で製品を開発するためには、
顧客の声を聞くことがとても重要です。顧客アンケー
トは、そのために最も役立つツールといえます。
　買いものをしたりサービスを受けたりした顧客に対
して、顧客アンケートに協力してくださいとお願いす
ることで、消費者の意見を直接収集することは、次の
ような効果が期待できます。
●消費者側から見た商品の利点や欠点がわかる
顧客アンケートの最大のメリットは、実際に購入した
人の生の声を聞くことができるということです。フ
リースペースを設けて自由に感想などを書いてもら
うことで、社内では気がつかなかった商品の使い方や
欠点、課題などが見えてくることもあります。
●自社の強みや弱みを客観的に把握できる
なぜ自社を選んだのかを質問することにより、競合が
数多くあるなかで選ばれた理由を知ることができま
す。社内にいると、どうしても自社の魅力や強みには
気づきにくいものです。他社よりも優れた点があった
としても、「できて当たり前」「簡単にできること」と習
慣化してしまうからです。これは弱みについても同様
のことがいえます。
●消費者のニーズに応えようとする企業であること
　をアピールでき、顧客との距離感が縮まる
定期的に顧客アンケートを取り、結果を反映させた商
品やサービスの開発をしていることを外に向けてア
ピールすることによって、「自分にとって使いやすいよ
うに商品を改善してくれる会社だ」という印象を顧客
に持ってもらえるかもしれません。

　アンケートの集計結果を有効活用するためには、消
費者が回答しやすいアンケートを作成することが重
要です。作成する際のポイントを紹介します。
●オープン・クエスチョンを入れる
「はい」「いいえ」で答えられる質問や、五段階評価で
答えられる質問は、”クローズド・クエスチョン”といっ
て知りたいことが明確になるのでよいですが、細かな
意見までは見えてきません。より多くの情報を引き出
せるよう、回答者が自由に答えられる“オープン・クエ
スチョン”の項目を入れ込みましょう。このとき、できる
だけ答えやすい質問にすることも大切です。
●質問事項を絞る
あまりに質問の量が多いと回答する方も面倒になり、
適当に回答される可能性が高まります。また、質問を
飛ばされてしまう可能性も出てきます。質問はできる
限り絞り込み、あまり回答する側の負担にならないよ
うに配慮することも大切です。
●知りたいことを明確にする
新しい商品の開発に必要な声を集めたいのか、サー
ビスの満足度を向上したいのかによっても、得たい情
報は変わってきます。目的に応じて顧客アンケートを
作り変え、その時々で知りたいことを質問内容に入れ
込みましょう。

　こうした商品やサービスとは直接関係ないところで
も、顧客は会社のことを見ているものです。あまりに
配慮に欠けたアンケートにしてしまうと、会社の評価
そのものが下がる恐れもあります。アンケートの冒頭
や文末で、自社の商品やサービスを購入してくれたこ
とに対する感謝を述べることも忘れてはいけません。
顧客が素直な感想を述べたくなるようなアンケートを
作り、商品の企画・開発を成功させましょう。
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自社のWebサイトを制作する場合
プライバシーポリシーの記載が必要？

プライバシーポリシーとは
個人情報の取り扱いを定めたもの

プライバシーポリシーには
どのようなことを定めるか

プライバシーポリシーとは、個人情報の収集や利用、保護などに関する取り扱いの
指針について定め、明示したものです。サイト上でユーザーの情報を収集するの
なら、その取り扱いについてプライバシーポリシーなどの形で記載しなくてはなり
ません。逆にいうと、収集しない場合は必要ないということになります。

　個人情報保護法では、企業が個人情報を収集・利用
する場合には、その利用目的や取り扱いについて本
人に通知、あるいは公表しなくてはならないとしてい
ます。多くの企業では、これを『プライバシーポリ
シー』などの形で記載しています。
　個人情報保護法が定義する『個人情報』とは、生存
する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当
するものです。
●当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述
等（文書、図画、もしくは電磁的記録）に記載・記録
され、または音声、動作その他の方法を用いて表さ
れた一切の事項により、特定の個人を識別すること
ができるもの（ほかの情報と容易に照合でき、それ
により特定の個人を識別できるものを含む）

●個人識別符号（DNAや虹彩、手指の静脈、指紋、公
的な番号など）が含まれるもの

　たとえば、サイト上でユーザーの氏名や連絡先など
をフォームに入力するよう求める場合、それらの『個人
情報』をどう取り扱うのか、ユーザーに対して明示する
ことが必要です。なお、近年は、ユーザーの行動履歴
や購買情報など、個人情報の範囲外の『パーソナル
データ』の取り扱いについて定める会社も多くあるよ
うです。

　プライバシーポリシーで定める事項には、たとえば
以下のようなものがあります。
●収集する個人情報
氏名や住所など、収集する個人情報を明確にします。
●個人情報を利用する目的
たとえば、試供品のプレゼントのために個人情報を収
集するとしても、『その後、商品の案内DMを送る』こ
となどが利用目的に含まれる場合は、これを明示しな
くてはなりません。個人情報の利用目的について、
しっかり洗い出しをしておきましょう。
●個人情報の第三者への提供や共同利用について
たとえば、個人情報を収集してDMを発送する業者に
個人情報のリストを預ける、グループ会社とリストを
共有してプロモーションを行うなどを予定している場
合は、これについても定めておきます。
●顧客から破棄などを求められたときの対応
個人情報の破棄や訂正を求められた場合にどのよう
に対応するか、窓口はどこかなどを明示します。

　インターネット上などにはプライバシーポリシーの
ひな形も出回っていますが、自社における個人情報の
収集・利用目的、保護の方法などがひな形と一致して
いるとは限りません。安易なひな形の利用は避け、自
社の実情を踏まえて検討したほうがよいでしょう。

この度、会社のオフィシャルサイトを作ることにしました。
他社のサイトを見ていると、『プライバシーポリシー』が掲載されているサイト
と掲載されていないサイトがあるようです。プライバシーポリシーとは何で
しょうか？　必ず記載しなくてはならないものなのでしょうか？

社長のマネジメントをサポート 経営管理マガジン
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