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さまざまなビジネスが誕生
導入のメリットとデメリットは？

適正な価格設定や利用者への
サポート体制が継続のカギに

成功すれば収益安定化!?
サブスクリプションビジネスとは

　サブスクリプション型のビジネスモデルは1990年
代から存在していましたが、〝サブスク〞として広く
認知されるようになったのは、映像ストリーミング
サービスの『Netflix』や、翌年にスタートした音楽ス
トリーミングサービスの『Spotify』などがきっかけで
した。
　サブスクリプションサービスは、デジタルコンテン
ツ配信で大幅に普及しましたが、最近ではそれにとど
まらず、自動車や家具・家電、飲食やファッション、子育
てや教育関連のサービスなど、幅広い分野で導入さ
れています。コロナ禍では、マスクのサブスクリプ
ションサービスが現れ、シャープなどの大手企業が参
入して注目を集めました。また、ユニークなものでは、
婚活パーティーに行き放題という“婚活サブスクリプ
ション”や、全国の空き家に住むことができる“住居サ
ブスクリプション”なども存在します。

　このようにサブスクリプションというスタイルを
きっかけに新しいビジネス展開も可能になるため、企
業にとっては新たな顧客を開拓するきっかけになるで
しょう。また、継続的で安定した収益を確保しやすい点
もメリットです。一定層の顧客を囲い込むことで長期
的な売上が見込めるので、経営の堅実化を図るのに
も適しているといえます。
　一方で、売り切り型のビジネスよりも、利益回収に
時間がかかったり、サービス開始時にコストが高くつ
くといったデメリットもあります。飽きられないように、
常に新しいコンテンツを提供する労力もかかります。
導入は、メリットとデメリットの両方を把握したうえで、
慎重に考えていくことが大切です。

　国内のサブスクリプション市場は、2023年度には
1兆1,500億円規模に達するといわれています。これ
は19年度の1.6倍であり、今後の成長も大いに期待
できるといえます。
　とはいえ、全ての企業が成功しているわけではなく、
撤退した企業もあります。たとえば、アメリカの大手自
動車メーカー、ゼネラル・モーターズは、好きな高級
車やスポーツ車を定額で乗り換えられるサブスクリ
プションサービスを提供していました。しかし、予想
以上にコストが高く、採算が取れなかったことから、
開始の翌年にサービスを終了させています。また、
大手ファッション通販サイト『ZOZOTOWN』は、50
万点以上のアイテムのなかからユーザーの好みやサ
イズに合わせて商品を送る『おまかせ定期便』を
2018年にスタートさせましたが、サービス自体は好
評だったものの、狙っていた商品購入につながらず、
次の年に終了しました。

　サブスクリプションは、適正なコスト計算や価格設
定、ユーザーの離脱を防ぐ施策やサポート体制などが
あって、継続できるビジネスモデルです。初期投資の
ほかに、継続に必要な費用の見積もりも大切です。事
例なども参考にしながら、自社の商品やサービスがど
のようにサブスクリプションと結びつくのかを考えて
みましょう。

『サブスクリプション』とは、定期購読や予約購読を意味する言葉で、定額制課金でコンテンツや
サービスを一定期間利用する権利に対し、料金が発生するビジネスモデルを指します。一般化し
た略称・サブスクのビジネス展開について考えていきましょう。

経営 TOPICS
CHECK 01 
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国内企業のM&A件数が過去最多
官民一体の事業承継サポートも視野に

事業承継は中小企業の課題？
中小企業のM&A件数は右肩上がり

中小M&A推進計画で
中小企業のM&Aを円滑化

会社の存続を考えるにあたり、事業承継問題を抱える中小企業が増えています。2021年には、
企業におけるM&A件数が過去最多を記録しました。そこで今回は、M&Aが進む背景と中小企業
に対するサポート体制について解説します。

　2021年4月、中小企業庁は中小企業の経営資源
を将来につないでいくことを目的とした『中小M&A
推進計画』を取りまとめました。そこで公表された
『中小M&A推進計画（概要）～計画策定の趣旨等～』
によると、事業承継・引継ぎ支援センターによる中小
M&Aの実施件数は、2013年度の33件から右肩上
がりで増加しており、2020年度には1,379件となり
ました。同じく中小企業M&A仲介大手3社による実
施件数も、2013年度の182件から増加を続け、
2020年度には760件となったことがわかりました。
　このような結果から、今後もM&A件数は増加する
ことが予想されます。事業承継は後継者不足に悩む
中小企業にとって喫緊の課題であり、環境の整備が
必要です。

　『中小M&A推進計画』は、国の中小企業支援策の一
環として中小企業のM&Aを推進していくという取り
組みです。民間のM&A支援機関との連携を図り、情
報共有や専門家の育成を進め、中小企業によるM&A
の円滑化を行います。ほかにも、補助金等によるセ
カンドオピニオンの取得の推進や、企業価値評価ツー
ルの提供などでM&Aをサポートする等の取り組みが
あります。また、士業等専門家の育成・活用の強化や、
表明保証保険の推進も対応策として検討。売り手や買
い手が、より安心してM&Aを検討、実施できる仕組み
作りを進めています。
　今後M&Aによる事業承継をする可能性がある事業
者は、こういった支援が受けられることも視野に入れ、
会社の未来について考えてみてはいかがでしょうか。

中小M&Aの実施件数の推移

出典：中小企業庁『中小M&A推進計画（概要）～計画策定の趣旨等～』
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※中小企業M&A仲介大手3社とは、（株）日本M&Aセンター、（株）ストライク、M&Aキャピタルパートナーズ（株）を指します。

で見る経営データ
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一部の中小企業は消費税の納税が免除
特例措置を受けるための要件とは

免税事業者になるための要件と
新設した法人の取り扱い

納税免除が認められないケースと
課税事業者になるメリット

企業の納税義務の負担を考慮して、一定の要件を満たす小規模事業者は消費税の納税義務が
免除される『事業者免税点制度』が適用されます。小規模事業者に該当するかどうかは、基準
期間と呼ばれる一定期間の課税売上高に左右されますので、確認しておきましょう。

　消費税の納税義務がある事業者を『課税事業者』と
呼び、消費税の納税義務が免除される事業者を『免税
事業者』と呼びます。
　事業者免税点制度とは、事業者側の税負担や徴収
コストなどを考慮し、『基準期間』における『課税売上
高』が1,000万円以下の事業者を免税事業者とする
制度のことです。基準期間は、個人事業者であれば
前々年、法人は前々事業年度になります。また、課税
売上高とは、消費税の課税対象となる取引の売上高
のことを指し、事業で得た収益の大部分が該当します。
　ただし、土地の売却収入や住宅の家賃収入、社会保
険診療報酬など、課税対象になじまないものや社会
政策的配慮から消費税を課税しない非課税取引等の
売上高は含みません。たとえば、3月決算の法人で
2022年度を当期とした場合、2020年度の課税売上
高が1,000万円以下であれば免税事業者となり、当
期の消費税の納税義務が免除されることになります。

　また、設立したばかりの法人は、基準期間が存在し
ないため、設立して1期目および2期目は、消費税の納
税義務が免除されます。つまり、設立から2年は、免税
事業者になるということです。ただし、資本金の額や
出資額が1,000万円以上の法人や、『特定新規設立法
人』に該当する法人は免除されません。
　特定新規設立法人とは、以下の2つの要件に該当す
る法人のことを言います。
●事業年度開始の日において、ほかの者がその新規
　設立法人の株式や出資の50％超を保有している。
●上記のほかの者、およびそのほかの者の特殊関係
　法人のどちらかの課税売上高が5億円を超えている。
　たとえば、親会社が、50％超出資の子会社を設立す
るケースなどがこれに該当します。

　では、特定新規設立法人でなくても、納税免除にな
らないのはどのようなケースなのでしょうか。
　基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者
は、消費税の納税義務が免除されます。しかし、免税事
業者であっても、『特定期間』において課税売上高が
1,000万円以上ある場合には、免除が認められま
せん。特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の
前年の1月1日から6月30日まで、法人の場合は、原則
としてその事業年度の前事業年度の開始日から6カ
月間になります。
　また、免税事業者が、所轄の税務署に『消費税課税
事業者選択届出書』を提出して課税事業者となった場
合も、消費税の納税義務が発生します。しかし、免税事
業者だったものが、あえて届出を提出して課税事業者
になるのは、一定のメリットがある場合です。
　課税事業者になると、確定申告をすることで、還付
を受けることができます。課税売上に係る消費税より
課税仕入れに係る消費税が多い場合、還付となり、還
付金のほうが多いのであれば課税事業者になるほう
が有益といえます。たとえば、設備投資などで多額の
消費税を支払ったにも関わらず、売上にかかる消費税
が少ない場合などは課税事業者になるほうがメリット
があります。また、消費税が課税されない海外への輸
出取引業者の場合には、商品の仕入れで発生した消
費税額を考慮すると、課税事業者のほうがメリットを
享受できるのです。
　ただし、一度届出書を提出して課税事業者になると、
事業を廃止した場合を除いて、課税事業者になった日
から2年間は免税事業者に戻ることができないため注
意が必要です。現在、課税売上高が1,000万円以下の
免税事業者は、免税事業者と課税事業者のどちらの
ほうが損がないかを調べておきましょう。

2分セミナー税務・会計
CHECK 03 



正しい日数を適切に付与していますか？
守るべき年次有給休暇のルール

年次有給休暇の付与日数は
労働日数により規定される

休暇日の取得時期は基本的に
会社側から一方的に変更できない
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年次有給休暇は、業種や業態、事業所の規模に関係なく、全ての労働者に付与しなければなら
ないと法令で定められています。ただし、付与する日数は従業員の勤続年数と労働日数によって
異なります。そこで今回は、労働日数あたりの休暇付与日数や、付与するための要件を説明します。

　労働基準法第39条では、『業種、業態にかかわらず、
また、正社員、パートタイム労働者などの区分なく、
一定の要件を満たした全ての労働者に対して、年次
有給休暇を与えなければならない』としています。一定
の要件を満たした労働者とは、雇入れの日から6カ月
継続して勤務しており、全ての労働日に対して、出勤
率が8割以上の従業員です。この要件を満たしてい
る従業員に対して年次有給休暇を与えることは、
法律で定められた義務となります。全ての従業員が
対象のため、パートやアルバイトも含みます。
　また、出勤率を算出する際は、業務上のケガや病
気で休職している日数、育児休業や介護休業などの
日数も出勤日として扱います。
　出勤率が8割以上で週30時間以上勤務する従業
員には、入社6カ月後に10日間の年次有給休暇を付与
する必要があり、その後、継続勤務年数が1年増える
ごとに、付与日数が増えていき、6年6カ月以降は同じ
付与日数になります。
　一方、週30時間未満の従業員は、週の所定労働日
数に応じて付与される日数が異なります。たとえば、
週の所定労働時間が30時間未満で、週の労働日数
が4日であれば入社6カ月後は7日間、労働日数が3
日の場合は5日間というように、労働日数に合わせた
年次有給休暇の日数が決められています。詳しくは
下記の表をご確認ください。

　年次有給休暇の取得時期は、会社側が決めるこ
とができません。原則として、従業員が指定した時
期に、付与した範囲内で希望の日数を取得してもら
うことになります。しかし、従業員が年次有給休暇
を取得することにより、事業の正常な運営が妨げら
れる場合に限り、会社側から休暇日の変更を求める
ことが可能です。この権利を『時季変更権』といい
ます。
　ここでいう“事業の正常な運営を妨げる場合”と
は、事業所の規模や業務内容、職務の繁閑などを鑑
みて、客観的に判断します。たとえば繁忙期や、代
替人員の確保が難しいなどの理由では、時季変更
権の行使は認められない可能性があります。過去
の判例では、複数人の従業員が同じ時季に年次有
給休暇の取得を申請してきた場合など、時季変更
権による取得時季の変更を認めています。また、年
次有給休暇は、発生の日から2年間で無効になるこ
とから、取得時季の変更によって年次有給休暇が無
効になる場合も、時季変更権を行使することはでき
ません。
　正当な理由のない取得時季の変更は違法と判断
されるため、原則的には休暇を与えることを前提に
調整を行い、時季変更権によってトラブルが生じな
いように、あらかじめ就業規則に記載しておきま
しょう。

※週以外の期間によって労働日数が定められている場合

週所定
労働日数

１年間の
所定労働日数※

４日
３日
２日
１日

169日～216日
121日～168日
73日～120日
48日～72日

0.5
７
５
３
１

継続勤務年数（年）

付
与
日
数（
日
）

1.5
８
６
４
２

2.5
９
６
４
２

3.5
10
８
５
２

4.5
12
９
６
３

5.5
13
10
６
３

6.5以上
15
11
７
３

週所定労働日数が４日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数

労務ワンポイントコラム

CHECK 04 



しっかり理解しておこう！
会社法が定める『利益相反取引』

直接取引と間接取引の違い
利益相反取引にはならないケース

ー 6 ー

利益相反取引が承認されても
損害賠償責任が発生するケース

会社法における『利益相反取引』とは、会社が不利益を被るような取引を、取締役が自己の利益
のためにしてしまうことを指します。利益相反取引を行う場合、株主総会において重要事項を
開示し、承認を得る必要があります。事例を交えて確認していきましょう。

　利益相反取引には、『直接取引』と『間接取引』があり
ます。
　直接取引は、取締役が当事者となって会社と利益相
反取引を行うことをいいます。たとえば、取締役が会社
において、事業所用地購入の決定権を持つ立場にあっ
た場合に、自身が所有している土地を相場よりも高い
価格で会社に購入させるケースなどが該当します。こ
の場合、取締役は得をしていますが会社側は損をして
おり、利益が相反していることになります。直接取引で
は、このような売買契約以外にも、会社から取締役への
金銭の貸付や逆に取締役からの貸付、会社から取締役
に貸した金銭の債務の免除や商品の譲渡などの場面
で利益相反取引が起きやすいとされています。
　対して、間接取引は取締役と第三者との取引に会社
が関わっているケースを指します。たとえば、取締役と
第三者の債務を会社が保証したり、債務を会社が引き
受けたりする取引などが該当します。
　これらの利益相反取引は、取締役側と会社側の利益
が相反するかどうかがポイントになります。取締役の所
有する土地を会社が購入するケースでも、相場と同等
もしくは低い価格で売るのであれば、利益相反取引と
はなりません。ほかにも、取締役が無利子で会社に金
銭を貸し付けたり、財産を無償で提供したりする行為
も利益相反取引には該当しません。

　会社法では、取締役会や株主総会の承認を得てい
れば、利益相反取引を行うことが許されています。この
承認は、取締役会を設置している会社であれば取締役
会、設置していない会社であれば株主総会で行います。
会社が損害を被る可能性があるだけで、実際に不利益
を被らないケースもあるため、個別の事案ごとに取締
役会や株主総会の判断に委ねられるのです。
　この判断を行う『承認決議』には、当事者である取締
役は参加することができません。当事者以外の取締
役もしくは株主の過半数が承認すれば、利益相反取
引が認められることになります。ちなみに、承認決議
は取引が終わった後に行うことも可能です。

　そして、これらの機関の承認を得ていなければ、取
締役の行う利益相反取引は無効になります。ただし、
間接取引は第三者の利益が関係してくるため、会社側
が無効を主張するためには、第三者が該当の取引に
ついて、「会社の承認を得ていないと知っていた」もし
くは「承認を得ていないと知っていて当然の関係性で
あった」ことを証明する必要があります。
　また、取締役も取締役会や株主総会の承認を得た
からといって、安心することはできません。たとえ承認
を得ていたとしても、実際に会社側に不利益を生じさ
せてしまった場合は、損害賠償責任を負うことになり
ます。さらに、承認決議に参加した取締役も注意しな
ければいけません。もし、利益相反取引によって会社
が不利益を被った場合は、取引を承認した取締役も損
害賠償責任を負わされる可能性があるからです。

　利益相反取引に対しては、当事者の取締役はもち
ろん、取引を承認する立場にある取締役も、慎重な判
断が必要です。

社長が知っておきたい法務講座!
CHECK 05 



「万人うけ」は流行らない？
ネットが強くした『特化型ビジネス』

特化することで刺さる！
大手と競合しない『特化型』とは

高級食パンも特化型ビジネス！
さまざまな成功例を紹介

ー 7 ー

特定の属性を持つ消費者に狙いを定めた、『特化型ビジネス』が注目を集めています。特化型
ビジネスは、消費者のセグメントが多様化した現代にもマッチしており、経営資源の限られた
中小企業にも有効です。今回は特化型ビジネスについて解説します。

　中小企業にとっては、『万人受け』を目指すことが、
あまりよくない結果を生むという考え方があり、狭
い分野に特化した、特化型ビジネスを始める企業が
増えました。まずは、特化型ビジネスの基本となる
考え方について説明します。

　そのうちの一つは、『市場細分化戦略』です。これは、
似たような趣味趣向やライフスタイルを持つ消費
者ごとに区分し、そのグループの需要に合わせた商
品やサービスを提供するという経営戦略です。当然、
全体のユーザー数は減ってしまいますが、コアな
ユーザーに何度もリピートしてもらうことで、収益
を上げることが可能です。

　また、競合他社とは異なる商品やサービスで消費
者の誘引を図る『差別化戦略』も、ビジネスを特化
型にするにあたり、重要な考え方です。差別化戦略
は、商品・サービスに独自の価値を持たせることで、
自社の優位性を保ち、価格競争を避ける方法です。
『それしかない』という価値を持つ商品やサービス
は、一定数のユーザーから支持が期待できるので、
独自のポジションを保つことができます。

　この２つの考え方を組み込んだビジネスこそが、
今回紹介する特化型ビジネスです。大手企業は経
営資源が豊富なので、大量の人材や資材で、万人受
けする商品・サービスを大規模流通させることがで
きます。しかし、リソースが限られている中小企業は、
ターゲティングと差別化がより有効な顧客獲得手
段になり得ます。自社の特化分野を決め、そこに集
中して経営資源を投入することが、消費者に刺さる
『フック』づくりにつながるのです。

　特定の商品にターゲティングした特化型ビジネス
は、各業種で成功例を出しています。
　一例ですが、全国に生まれた高級食パンの専門店
も、ロールモデルのひとつといえるでしょう。さまざま
な種類のパンが置いてあるベーカリーではなく、あく
まで『食パン』に絞った出店は、その珍しさから食パン
そのものの味や、開発秘話といった魅力がクローズ
アップされ、多くの行列店を作りました。1斤1,000円
程度と、通常の食パンと比べて割高感があったことが
却って宣伝効果を生みました。
　また、最近ではネットの求人サイトも、特化型が増え
てきました。ホテル業界やブライダル専門、不動産業
界専門、といった業界特化型のほか、フリーランス専
門、特定地域専門など、細分化されたマッチングサー
ビスが存在しています。
　さらに、旧車やレコード、高級音響機器、スポーツ用
品など、特定分野に絞って商品を扱うECサイトも存在
します。インターネットで多様な層の集客が可能に
なったことで、特化型ビジネスは今まで以上の盛り上
がりを見せているのです。
　もし、自社に「いまいち強みがない…」と思われる商
品・サービスがあれば、『特定層向け』というコンセプ
トの元、再企画してみてはいかがでしょう。

増客・増収 のヒント
CHECK 06 
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支払いで発生した振込手数料の負担は
取引先と自社のどちらになるか

支払いで発生する振込手数料
基本は『振り込む側』が負担

振込手数料を節約するには
ネットバンキング・減免措置を

振込手数料には、買った側が負担する『当方負担』と、売った側が負担する『先方
負担』があります。このケースでは、手数料の負担を求められているわけですか
ら、当方負担ということになります。民法では当方負担が原則ですが、契約書に
明記されている場合は、その内容が優先されます。

　銀行などの金融機関で送金や振込を行う際には、
振込手数料が発生します。
　商取引においては、昔からの慣習で、代金を振り込
む際に振込手数料を差し引いて入金することがあり
ます。たとえば、代金が10万円で手数料が200円であ
れば、200円を差し引いた9万9,800円を振り込むこ
とになります。このように先方に振込手数料を負担し
てもらうことを先方負担、逆に10万円をそのまま振り
込み、200円の手数料をこちらで負担することを当方
負担といいます。手数料は商品の代金と比べるとわず
かな額ですが、取引数が増えていくと無視できない金
額になってくるので、どちらが負担するかは納得がい
くように決めなければなりません。

　民法では『持参債務の原則』によって、代金を振り込
む側が振込手数料を負担する、当方負担が原則とさ
れているため、もし先方に振込手数料を負担させてい
る場合は、改める必要があります。逆に、代金を入金し
てもらう際に、振込手数料が勝手に差し引かれてし
まっている場合は、販売先に交渉してみるとよいで
しょう。次回の取引の際に、無理のない範囲で「振込手
数料は当方負担が原則なので、貴社での負担をお願
いできないでしょうか」と切り出せば問題ありません。

　一方、下請法では、合意がある場合に親事業者が下
請事業者に下請代金から振込手数料を差し引いて支
払うことが認められています。ただし、この振込手数料
はあくまで『実費の範囲内』とされており、手数料が発
生していないにも関わらず、従来の振込手数料に相当
する額を代金から差し引くことは禁止されています。
必ず、実際に発生した振込手数料に準じている必要が
あります。
　もし、振込手数料を節約したいのであれば、イン
ターネットバンキングやファームバンキングの利用が
おすすめです。実店舗を持たないオンライン専門の
ネットバンキングでは、一般的なメガバンクや地方銀
行よりも振込手数料が低く設定されていることが多く、
なかには一定の条件を設けたうえで、月に数回、振込
手数料を無料にしている銀行もあります。
　また、金融機関との取引実績がある企業であれば、
振込手数料の減額をしてもらうこともできます。この
減額のことを『減免措置』といいます。
　
　よくないのは、力関係を利用して、振込手数料を取
引先に押し付けてしまうことです。自社が手数料を負
担することになった場合には、きちんと受け入れ、前
述した節約手段を活用するとよいでしょう。　

納入された商品の請求書を見たところ、「振込手数料はご負担ください」と書か
れていました。今までの取引先は振込手数料を持ってくれていたので、支払いに
おいては手数料分を差し引いて入金していました。しかし今回は違うようです。
そもそも、商取引において、振込手数料はどちらが支払うのが通例でしょうか。

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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