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『固有の価値』を証明するNFTは
データの『一点もの』を誕生させた

デジタルデータの所有に
価値が生まれる

注目の『NFT』ビジネス
その現状と活用する際のヒント

　NFT（Non-Fungible-Token：非代替性トークン)
は、ブロックチェーンの技術を使った、所有証明つきの
偽造できないデジタルデータです。デジタル用語で
は、トークンは「最小限の単位」を指します。ＮＦＴとい
う代替不可なトークンを発行することで、デジタル
データの所有権を証明することができ、イラストや
絵画をはじめ、音楽や動画、文章などなどさまざまな
デジタルデータがNFTアートとして流通しています。
Twitterの創業者であるジャック・ドーシー氏が最初
におこなったツイートは約３億円で落札されましたが、
これは、NFT技術によって固有のものとしての価値を
つけたからこそ、大きな価値が生まれたと考えられ
ます。
　東京パラリンピックでは、香取慎吾さんが日本財団
パラリンピックサポートセンターのオフィスに描いた
壁画を、１万点限定のNFTアートとし、それぞれ固有
のシリアルナンバーを振って参加者に付与する、『香
取慎吾NFTアートチャリティプロジェクト』が行われま
した。このようなデジタル画像の取引でもNFT化し、
『固有である』『限定的である』という価値をつければ、
直接的な収益を見込めます。
　また、コンテンツ制作者は直接売買した際の利益の
みならず、その後、購入者が第三者にコンテンツを
販売した場合、一定のロイヤリティーを得られる仕組
みを作ることができます。作成したコンテンツの価値
が上昇し、販売当初の価格より大幅にアップすれば、
作成者に一定の利益が入るのです。
　このように、NFT技術はビジネスにさまざまな可能
性をもたらします。デジタルデータは物品の販売とは
違い、保管や販売の手間がかかりません。従来の懸念
材料だった、改ざん・複製という課題もクリアになるため、
デジタルデータの活用シーンが大いに広がりそうです。

　一方、NFTアートを購入することは「デジタル上の
アートの所有者になる」というあいまいな定義のもと
に成り立っています。確かに、NFTアートは唯一無二
のものかもしれませんが、アート作品や表現は誰でも
画像をダウンロードでき、複製できるものも多くあり
ます。「NFTアートの売買では、何を取引しているの
か」について、いまだに意見が分かれています。
　また、NFTデータは保有の権利が保障されるのも
利点のひとつですが、NFTは新しい概念で、現在、
法規制が間に合っていないのが現状です。トークンの
所有権は、アートの所有権・著作権とは全く違い、モノ
として認められないので、万が一、データの著作権を
他者が侵害したとしても、デジタル所有権の所有者は
なんの措置も取ってもらえない可能性があります。
　最後に、NFTは売買が簡単で、誰でも参入しやすい
点をお伝えしておきます。ブロックチェーンの技術を
使うため、暗号資産取引所に口座を開設したり、ウォ
レットを作成する必要はありますが、実際の取引は
インターネット上のNFT専門店（Amazonや楽天など
のマーケットプレイス）で行い、アート作品だけでなく、
ゲームアイテムなどさまざまなデジタルデータが
取引されています。正しく理解したうえでビジネスに
取り入れれば、収益を増やすきっかけにできるかもし
れません。

ブロックチェーンの技術を使ったNFTアートが話題です。ある海外のオークションサイトでは、
1つのデジタルアートが約75億円で落札されました。アート市場に大きな変化をもたらしている
NFT技術が、ビジネスの可能性をどう広げるのかについて解説します。

経営 TOPICS
CHECK 01 
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インターネットはスマートフォンが中心
世代を超えてSNSの利用が増えている！

インターネットの利用比率は
各年齢階層で９割以上に

知人とのコミュニケーションは
世代を問わずＳＮＳが普及

出典：『令和２年通信利用動向調査』より

現代人の生活にとってインターネットは欠かせないものになりました。総務省の調査によれば、
インターネットの利用率は多くの世代で9割を超えています。特徴的なのは、インターネット
を活用する媒体としてスマートフォンが最も選ばれていることです。

　総務省が行った『令和2年通信利用動向調査』によ
れば、インターネットを利用する人の比率は、13～59
歳までの各年齢階層で９割以上となりました。60歳～
69歳でも80％を超えており、インターネットの普及の
高さが伺えます。
　なお、すべての年齢層において最も利用されている
インターネット機器は、スマートフォンでした。13歳～
59歳までのスマートフォン利用率は80％～90％台と
高い数値を示し、その一方で、パソコンの利用率は、
20歳～59歳という働く世代であっても60％台にとど
まりました。　
　この結果から、インターネットを利用する端末が、パ
ソコンからスマートフォンに大きく移行していること
が分かります。

　インターネットが急速に普及した大きな要因の一
つに、SNSがあります。SNSの利用状況については、
20歳～29歳の利用率が90.4％と最も高く、続いて
13歳～19歳が86.1%、70歳以上～79歳で47.5％、
80歳以上で46.7％と、高齢層でも５割近くは利用して
いるという結果が出ています。離れた場所に住む子・
孫や知人と交流するために、SNSを始めるケースも
見られました。
　また、利用する理由で最も多いのが、知人とのコ
ミュニケーションです。SNSの利用目的として『従来か
らの知人とのコミュニケーションのため』と答えた人
が89.2%と圧倒的に多い結果となりました。テレワー
クの導入が進んだことや、クラウドサービスの導入
率上昇により、企業や個人問わず、インターネットの
活用シーンはさらに増えていくと予想されます。

年齢階層別インターネット利用機器の状況（個人）

で見る経営データ
CHECK 02 
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期限を守らなければ課税の対象に！
源泉所得税納付におけるペナルティー

原則、所得税の1割課税される
不納付加算税とは

納期限の翌日からかかる『延滞税』
悪質な場合にかかる『重加算税』

従業員に給与を支払っている法人では、毎月従業員から源泉所得税を徴収しています。源泉
所得税は最終的に国に納付するもので、法定納期限までに納付しないと、『不納付加算税』や
『延滞税』、悪質な場合は『重加算税』といったペナルティーが科されることがあります。

　従業員に月々の給与を支払ったり、外注委託して外
注費を支払ったりする場合、発注元である法人が従業
員や外注先から源泉所得税を預かり、それを国に納付
します。基本的に、納付は給与などを実際に支払った
月の翌月の10日までと決まっていて（給与について
は、特例の承認申請をすることで6カ月に1回の納付
［７月と１月]にできることもある）、翌月の10日までに
納付ができなかった場合、『不納付加算税』というペナ
ルティーが科せられます。税金のペナルティーといえ
ば、無申告加算税がありますが、これは法人税の申告
や消費税の申告、相続税の申告などを申告期限まで
にしなかったときに課される税金のため、それとは異
なります。
　では、法律で定められている納付期限を過ぎて源
泉所得税を納付したとき、不納付加算税はどれくらい
課税されるのでしょうか？　この点、課税割合は10％
となっており、納付するべき源泉所得税の1割がペナ
ルティーとして加算されることになります。
　ただ、期限を過ぎたら絶対に不納付加算税が課税
されるのかというとそうではなく、不納付加算税が不
適用になったり、割合が10％から5％に軽減されたり
するケースもあります。

＜不納付加算税が不適用になるケース＞
●正当な理由がある場合
●法定納期限から1カ月以内にされた一定の期限後
　の納付の場合
●過去1年間に期限後納付がない場合
●不納付加算税が5,000円未満の場合
＜課税割合が5％に軽減されるケース＞
●納税の告知を予知しない法定納期限後の納付の場合  
　（税務署から指摘や催促を受ける前に自主的に納付
　 した場合など）

　このように、期限内に申告しないとペナルティー
が科せられる源泉所得税ですが、実は不納付加算税
のほかにも課税される可能性のある税金があります。
納期限までに納付されなかった税金に対してかかっ
てくる『延滞税』は、原則として、納期限の翌日からか
かり始めます。延滞税の計算式は以下の通りです。

＜納期限の翌日から2カ月を経過する日まで＞
原則として年7.3％ですが、令和3年1月1日以後の
期間は、年7.3％と【延滞税特例基準割合＋１％】のい
ずれか低い割合が課税されます。
具体的な割合としては、令和3年1月1日から令和3
年12月31日までの期間は、年2.5％
＜2カ月を経過した日以後＞
原則として年14.6％ですが、令和3年1月1日以後の
期間は、年14.6％と【延滞税特例基準割合+7.3％】
のいずれか低い割合が課税されます。
具体的な割合としては、令和3年1月1日から令和3
年12月31日までの期間は、年8.8％

　さらに、以下のように事実を隠蔽・仮装して源泉所
得税を納付しないなど悪質な場合には、『重加算税』
が課税されることがあります。
●二重帳簿を作成している
●帳簿書類を破棄したり隠蔽したりしている
●相手方と通謀して虚偽の書類を作成している

　帳簿を付ける際、源泉徴収税は一般的に『預かり
金』などとして計上します。しかし、不納付加算税は
預かり金ではないため、経理処理の際には、勘定科
目を『租税公課』とする必要があります。源泉所得税
は正しく処理し、納付期限を守って申告しましょう。

2分セミナー税務・会計
CHECK 03 



労災加入は使用者の義務！
労災保険の概要と請求の手続き

労働災害が起きたら、速やかに
労災指定病院で診療を

一般的な労災と少し違う
第三者行為災害の手続き

ー 5 ー

正社員、パートタイマーやアルバイト、契約社員、派遣社員などすべての労働者が仕事中や通勤中
にケガをしたり、病気になったりしたときには、労災保険で医療費など必要な費用をまかなうこと
ができます。今回は、労災保険の仕組みや手続き、注意点を紹介します。

　労災保険とは、端的にいうと『従業員が労働災害に
あったときに、労働者や遺族に対して必要な保険給付
を行う制度』のことです。労働災害には、業務上の負傷・
疾病・障害・死亡を対象とする『業務災害』と、通勤途
上の負傷・疾病・障害・死亡を対象とする『通勤災害』
の2つがあります。さらに、通勤途中や勤務中の交通
事故など、事故の相手である加害者が存在する労働
災害である『第三者行為災害』もあります。
　労災はパートタイマーやアルバイトなど含め労働
者を一人でも雇用する事業者に加入が義務付けられ
ており、その保険料の全額を事業主が負担します。
労災保険に加入することによって、会社は労働基準法
上の補償責任義務を免除されるのです。
　怪我や病気の治療費だけでなく、働けなくなって給
与が支給されない場合、4日目以降に支給される休業
補償もあります。ただし、休業補償は労働者が休業し
て3日目までは労災保険による給付が行われません
から、休業した初日から3日目までについては、事業者
は労働基準法で定める平均賃金の60％以上を労働
者に支払わなければなりません。
　では、実際に労災事故が発生した場合、まずは何を
するべきなのでしょうか。労災保険は、請求手続を
行わなければ給付を受けることができません。請求の
手続きは、以下のように行います。
❶労働者に労災指定病院などで診療を受けさせる
　労働者の安全を確保するため、医療機関で診療を
受けることが先決です。このとき、労災指定病院に行
けば労働者は医療費を全額自己負担なしで受診でき
ますが、労災指定ではない病院では、給付を受けるま
での間、治療費を労働者が全額立て替えることになり
ます。ただし、後日所轄労働基準監督署に請求するこ
とによって全額が還付されます。

❷労働基準監督署に対して労働者死傷病報告を行う
　4日以上の休業災害や死亡災害では、事業主は
『労働者死傷病報告』などの書類を労働基準監督署に
対して提出する必要があります。この『労働者死傷病
報告』を提出しない場合、または虚偽の報告書を提
出した場合は、『労災かくし』として扱われ、重い処分
を受けることがあります。
❸医療機関を通じて労災保険の給付を請求する
　労災指定病院で労働者が診療した場合は、療養の
給付を請求します。労災指定病院以外で診療を受け、
医療費を立て替えている場合には、療養の費用を請
求します。どちらも、所定の書類を労働基準監督署に
提出しますが、療養の給付を請求するときの手続きは、
診療を受けた労災指定病院が行います。

　そこで注意しておきたいのは、第三者行為災害で
労災保険の給付を受けるときです。通常の提出書類
のほかに『第三者行為災害届』を提出し、損害賠償と
労災保険給付の支給調整もしなければなりません。
　労働者が第三者から『交通事故』という事由につい
て、労災保険による給付と損害賠償という二つの補償
を受けることになれば、実際の損害額よりも多くの補
償を受けることになります。そこで厚生労働省は、不合
理な結果とならないよう以下のように定めています。
●先に国が労災保険の給付をしたときは、労働者が
　第三者に対して有する損害賠償請求権を労災保険
　の給付の価額の限度で取得する
●労働者が第三者から先に損害賠償を受けたときは、
　国はその価額の限度で労災保険の給付をしないこ
　とができる
　労働者が労働災害に遭ったときに速やかに給付請
求ができるよう、手続きの流れを押さえておきましょう。

労務ワンポイントコラム

CHECK 04 



社外取締役を設置することで
会社はどのように変わる？

外部の視点を取り入れて
自社の経営を活性化する

ー 6 ー

社外取締役になれる要件と
契約上の注意点

コーポレートガバナンスの一環として、社外取締役を招く会社が増えています。たとえば、会社経営
の経験が豊富な人や、弁護士、会計士といった専門家や有識者が社外取締役に就任するケースも
あります。今回は、社外取締役を設置するメリットを解説します。

　会社経営の中心となるのは、取締役をはじめとする
役員です。基本的に取締役は社員のなかから選任
されますが、社内の人材だけで経営陣を構成すると、
内部でのしがらみがあったり、特定の社員や部署との
利害関係がある人材しか選べないなど、さまざまな
弊害が想定されます。また、物事を考える際に身内
（会社内部）からの視点になってしまい、客観的な判断
が難しいこともあります。
　こうした弊害をクリアした人材を経営陣に招くた
めに、社外取締役という役職があります。どのよう
な人材を据えるかは会社によってそれぞれですが、
社内の人材や部署と利害関係のない人材を選定する
ことで、会社と一定の距離を保ちつつ、経営に参加
してもらうことが可能です。
　社外取締役を招く大きなメリットは、『経営に対する
監視を強化される』『会社の枠を超えた知識や経験を
経営に生かせる』ことでしょう。求める要件を挙げて、
要件を満たすキャリアを持つ人材を社外取締役の
候補として打診するケースもみられます。たとえば、
悪化した業績を立て直すため、経営コンサルタント
を社外取締役に据える、海外進出を見据えて外資系
企業で長く経験を積んできた人材を社外取締役に
据える、などのケースもあります。

　社外取締役は誰もが就任できるわけではなく、『会
社法』により以下の要件が定められています。
●自社（子会社を含む）の業務執行取締役などでは
　なく、かつ、就任前の10年間、自社（子会社を含む）
　の業務執行取締役などではなかったこと
●就任前の10年間、いずれかの時期に、自社（子会社
　を含む）の非業務執行取締役、会計参与または監査
　役であった場合は、その非業務執行取締役等への
　就任前10年の間、自社（子会社を含む）の業務執行
　取締役等になったことがない
●自社の親会社等の業務執行取締役等ではない
●自社の親会社等の子会社等の業務執行取締役等で
　はない
●自社の執行役、支配人その他の重要な使用人もし
　くは親会社（自然人であるものに限る）等の配偶者
　や二親等内の親族ではない

　また、契約をする際には、主に次のような義務を負
う必要があります。
●競業避止義務
　社外取締役の候補者が、複数の会社で社外取締役
を務めていたり、自社の社外取締役を退任後、競合他
社の社外取締役となったりする可能性があります。自
社の情報を無断で持ち出されないよう、社外取締役と
競業避止義務契約を結んでおきましょう。
●忠実義務、善管注意義務
　取締役は、忠実に職務を遂行する義務や善管注意
義務を負っており、違反すると会社から損害賠償を請
求されます。これは社外取締役も同様です。責任の範
囲を限定する『責任限定契約』を提案しましょう。
　経営の透明性を確保するためにも社外取締役を
設置し、経営の安定を図りましょう。

社長が知っておきたい法務講座!
CHECK 05 



DXの導入で
商品やサービスはどう変わる？

顧客や社会のニーズをもとに
データとデジタル技術を活用する

マーケティングを成功させるには
自社の顧客をよく知ること

ー 7 ー

日本でもDX（デジタルトランスフォーメーション）が進んでいますが、IT人材の不足や資金難など
から、９割以上の中小企業では導入が進んでいないといわれています。今回はマーケティングの
視点から見たDXの活用事例を紹介します。

　最近になって、多くの企業がDXを導入することで
業務効率を上げたり、社内の課題を解決に導いてい
ます。実際に、顧客管理システムや在庫管理システム、
電子契約書や電子帳簿など、さまざまな業務を効率
化するソフトやアプリが、パッケージで販売されてい
るのもよく見かけます。
　しかし、これまでアナログで行っていた作業をデジ
タル化するだけでは、DXの導入とはいえません。たと
えば、紙の本をパソコンやタブレットで読めるように
するのは、書籍のデジタル化にすぎません。デジタル
化によって得られた読者のデータを活用し、その人が
好みに沿った別の商品やサービスを提案するなど、
デジタル技術を組み合わせることで、新たな展開を
生み出すことが可能です。
　いってみれば、DXとは、デジタル技術によって、仕事
のフローや会社の組織そのものを変革していくこと
なのです。DXを導入することで、商品やサービス、
ビジネスモデルを大きく変えていける可能性があり、
それによって、組織や企業文化の変革につながる可能
性も秘めているのです。
　
　次に、DXを導入した結果、マーケティングの面で
大きく成功した企業の事例を紹介します。

❶Amazon
　Amazonは創業時からさまざまな投資や改革を
続け、次々と便利なサービスを生み出しました。その
プロセスにおいてDXを活用しています。
　たとえば、Amazonでほしい商品を検索すると、
画面下部に『よく一緒に購入されている商品』や『この
商品を見た後に買っているのは？』といった、関連性の
高い商品が表示されます。このような顧客提案でさ
らに売り上げを伸ばすことができたのは、いち早く
ネット通販の特性をつかみ、システムを取り入れた
アマゾンの成功例であるといえます。　
❷IKEA　
　スウェーデン発祥のIKEAが日本に入ってきた頃は、
通販のシステムが整っておらず、IKEAの近くに住んで
いる人が、個人で購買代行をしていました。ですが、
DXを活用した通信販売の体制を整え、現在は注文の
管理のほか各店舗の在庫を確認できます。
　これらの機能は顧客単価を上げる施策の一つでも
ありますが、まさにDXの目的である『顧客や社会の
ニーズを基に製品やサービス、ビジネスモデルを
変革すること』の具現化といえます。
　
　ほかにも多くの企業がDXを導入して新たな顧客を
開拓し、サービスを変革しています。販売システムの
みならず、購買行動のデータを自動的に集計し、社内
の企画・営業の部署で情報を共有できる仕組みを
作ったり、販促に向けて、部署をまたいだコミュニケー
ションを可能とするシステムを構築することもできま
す。DXに取り組むことで、企業は業務や販売のあり方
から変革し、競争力を高めていくことができるのです。
　事業の継続的な展開を目指して、DXに目を向けて
みてはいかがでしょうか。

増客・増収 のヒント
CHECK 06 
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よく聞くISO認証ってどんなもの？
その取得方法とメリットについて

国際取引を円滑にするための
世界共通規格『ISO』

取得するにはISO要求事項を満たし
審査を通過する必要がある

ISOは製品・サービス、およびマネジメントシステムに関する国際的な基準です。
ISO認証を取得すると、国際的な基準によって製品やサービスの品質が保証され
るので、海外展開がしやすくなります。また、取得する過程で業務フローの課題
を整備・改善する必要が生じるため、製品やサービスの質の向上につながります。

　ISOはスイスにある非営利法人『国際標準化機構
（International Organization for Standardiza-
tion）』の略称で、その機関が定める規格のことをISO
規格といいます。ISOの目的は、世界的な共通基準を
決めることで国際間の取引をスムーズにし、国際貿易
の発展を支援することにあります。たとえば、私たち
が書類を印刷するときによく使うA4サイズの紙は、ど
こにいっても同じサイズに統一されています。これは
ISO規格によってA4サイズが210×297mmと定め
られているからです。また、クレジットカードも国や会
社によって大きさが異なることはありません。このよ
うに、ISO規格によって世界共通の基準となっている
ものは世の中に数多くあるのです。
　ISO規格は大きく分けて、製品やサービスに対して
の共通基準である『モノ規格』と、会社や組織を適切
に運営し、目標を達成するための仕組み（マネジメン
トシステム）に関する共通基準である『マネジメントシ
ステム規格』に分かれます。
　一般的に、“経営にまつわるISO認証の取得”は、マ
ネジメントシステム規格の認証取得のことを指します。
マネジメントシステム規格は、環境保全の規格である
ISO14001や食品安全の規格であるISO22000、労
働安全衛生の規格であるISO45001など番号により
整理され、多くの種類があります。

　ISO規格には、認証を取得するための『ISO要求事
項』が定められています。つまり、まずはその要求事項
を満たす組織作りが求められるということです。
　さらに、ISOの認証機関を通じて審査を受けなけれ
ばなりません。
　審査を受けるときには、要求事項を満たすだけでは
なく、取り決めたルールである❶Plan(計画)、❷Do
(実施)、❸Check(見直し)、❹Act(改善)を繰り返し
ながら継続的に運用する必要があります（これを
『PDCAサイクルを回す』といいます）。ISO認証は取得
して終了ではなく、継続していくことが大切なのです。
　ISOの認証を取得することによって、生産・提供する
製品やサービスの品質が保証され、国際的な取引が
しやすくなります。また、業務や製品の質が標準化・明
確化します。たとえば、環境マネジメントシステムの国
際規格であるISO14001の認証を取得するには、大
気汚染防止法や水質汚濁防止法などの環境に関する
法律に抵触しないように整備しなければなりません。
ISO認証を取得する過程において業務フローの課題
を整備・改善することにより、業務や製品の質も向上
します。

　認証取得の際は、長期的に取り組んでいける体制
づくりから始めましょう。

よく「会社の仕組みに関わるISO認証を取ると、企業価値が高まる」という話を
耳にし、取得を検討しています。しかし、取得には手間も時間もかかって大変だ
と聞き、ためらっています。
会社がISO認証を持つことで、どのようなメリットがあるのでしょうか？

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 
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