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事業を分社化することで得られる
経営の効率化や節税面などのメリット

分社化にはデメリットも？
人件・固定費増や許認可など

大手のみならず中小企業も検討の価値あり？
別会社を作る分社化のメリットと注意点

　ジョンソン・エンド・ジョンソンやフォード・モーター
など、世界的な企業の分社化はよくあることで、日本
でも、パナソニックや東芝の分社化がニュースになり
ました。いわゆる大手企業が分社化に踏み切る目的は、
経営再建や専門性の強化、迅速な事業展開などがほ
とんどです。また、大手企業に限らず中小企業でも、分
社化はさかんに行われています。

　分社化による大きなメリットは、経営の効率化です。
企業規模が大きくなると、人員や部署も増え、管理が
行き届かなくなります。コミュニケーション不全の原
因にもなりますし、意識決定のスピードも損なわれる
でしょう。そのような事態を避けるために、事業部門を
子会社として切り離すことで会社の規模を小さくし、
全体の管理をしやすくします。また、不採算事業を切り
離して、経営再建や再生のために分社化を行うことも
あります。別会社にすることで、事業整理や譲渡が可
能になりますし、倒産しても本社へのダメージが小さ
くなることから、リスク回避にも繋がるのです。
　事業ごとに業績の好不調の差が大きい会社は、好
調な事業を存続させるために、業績の悪い事業を切り
離すケースもあります。

　そのほか、分社化には節税面のメリットもあります。
普通法人の法人税率は23.2％ですが、資本金1億円
以下で課税所得が年800万円以下の中小規模の法人
は、15％に軽減されます。また、消費税も会社の設立
から2年間は納税義務が免除されます。事業を分離さ
せ、課税所得が年800万円以下の子会社を新たに設
立することで、これらの恩恵を受けることが可能にな
ります。ただし、条件によっては適用されないこともあ
るため、事前に確認しておくことが重要です。

　いくつものメリットがある一方で、注意しなければ
ならない点もあります。
　原則的に、分社化は特定の事業部門を切り離すこ
とになるため、親会社が100％出資することがほとん
どです。親会社の支配下にあるとはいえ、子会社の独
立性は保たれており、従業員を補充しなくてはいけな
い場合などは、個別で採用を行うことになります。そ
の結果、親会社と子会社の両方で人件費がかかって
しまい、グループ全体としては経営資源が増大するこ
とになります。多くの企業は、分社化した年度は人件
費がかさむといわれています。さらに、事務所の移転
費用や家賃などの固定費も増大することがあります。

　また、分社化によって、親会社の取得していた許認
可を子会社が新たに取得しなければならない場合も
あります。たとえば、飲食店営業などは都道府県知事
に地位承継届を提出することで、子会社も許認可を
引き継ぐことができます。しかし、宅地建物取引業や
建設業などは、許認可の再取得が必要になります。取
得の手間はもちろん、取得費や手数料などのコスト
も発生してしまいます。
　このように、分社化はメリットと、かかる手間の両方
を加味しながら、慎重に検討していく必要があります。
子会社に移す人事も含めて、社内でもよく話し合い
ながら進めていくことが大切です。

『分社化』とは、支店や工場、一部署などを別会社として独立させることです。分社化によって独立
した子会社は親会社から実効支配を受けますが、あくまで別会社であり、自主性を発揮した事業展
開が可能になります。今回は、分社化のメリットを説明します。

経営 TOPICS
CHECK 01 
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教育訓練投資は企業の生産性を上げる！
若い企業ほど効果が高い傾向も

教育訓練投資に関しては
スタートアップ企業ほど効果大

企業のソフトウェア投資
老舗のレガシーが足かせ要因に？

企業の労働生産性を向上させるには、資格取得やIT教育などへの『教育訓練投資』が欠かせませ
ん。内閣府の調査により、これらの投資については、スタートアップ企業などの若い企業ほど効
果が高いことがわかりました。今回は、社齢別にみた教育投資の効果について、紐解きます。

　内閣府が公表した『日本経済2021-2022』では、
企業を社齢別に『若齢グループ』、『中齢グループ』、
『高齢グループ』の3グループに分け、無形資産への
投資による労働生産性の押上げ効果を分析しています。
『教育訓練への投資』を1％増やした場合、創業から
27年前後の社齢の浅い若齢グループは、労働生産
性が0.028％上昇したのに対し、創業から50年前後
の『中齢グループ』は0.010％、70年前後の『高齢グ
ループ』は0.007%でした。スタートアップなど若い
企業ほど、教育訓練投資の効果が高い傾向があるこ
とがわかります。
　また、同じく無形資産投資である『ソフトウェアへ
の投資』も、同じく若齢グループで効果が高いことが
わかりました。

　企業がソフトウェアへの投資を１％増やした場合、労
働生産性の上昇率は、高齢グループが0.01％、中齢
グループはほぼ0％、若齢グループは0.02％と、やは
り若い企業ほど効果が高いことがわかりました。
　この結果について、資料では『社齢の若い企業は、
レガシーシステムからの移行コストが小さいため、ＩＴ
投資の限界的な効果が大きい可能性がある』とし、
『既存のシステムにとらわれず、新規技術を取り込み
ながら、イノベーションを起こす潜在能力が高いス
タートアップ企業の存在は、ますます重要になってく
ると考えられる』と述べています。
　教育訓練やソフトウェアへの投資は、企業が成長
していくうえで欠かせません。これら無形のものに
対する投資にも取り組んでいくことが大切です。

企業の教育訓練投資・ソフトウェア投資と生産性の上昇率

（１）教育訓練投資

※（１％の増加に対する労働生産性の上昇率、％） ※（１％の増加に対する労働生産性の上昇率、％）

（２）ソフトウエア投資

若齢グループ 中齢グループ 高齢グループ 若齢グループ 中齢グループ 高齢グループ

で見る経営データ
CHECK 02 
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会社設立時に必要な税務手続きとは？
必要書類と届出先を把握しよう

提出が義務である届出書と
特例を受けるために必要な届出書

会社の状況に応じて
提出する必要がある届出書とは

会社を設立するには、法務局での法人登記をはじめ、さまざまな税務関係の手続きが必要に
なります。手続きによって提出先は異なり、それぞれ必要書類や提出期限にも違いがあるので
注意が必要です。今回は、税務手続きに必要な書類や、その提出先について確認します。

　会社を設立したら、まず提出するのが『法人設立届
出書』です。会社設立日（法人登記を行った日）から2
カ月以内に所轄の税務署に提出する必要があります。
この届出書は、代表者の氏名や事業所の住所、事業目
的などの会社の概要を記したもので、定款のコピーを
添付して提出します。定款は、組織内の大きな決め事
をまとめたもので、会社法で定めるとおりに作成しま
す。法人設立届出書は、税務署のほか都道府県税事務
所と地方自治体（市区町村）に、定款のコピーと登記
事項証明書を添付して提出します。提出期限は各自治
体によって異なり、一例として東京都は、事業開始日
から15日以内と定めています。
　また、役員や従業員に報酬や給与を支払う場合は、
『給与支払事務所等の開設届出書』を所轄の税務署に
提出します。提出期限は事務所の開設があった日から
1カ月以内です。提出後に税務署から、所得税の納付
に必要な用紙が送られてくるため、案内に沿って納め
ます。また、源泉徴収した所得税は、給与を支払った月
の翌月10日までに納税しなければいけません。ただ
し、給与の対象となる従業員が常時10人未満であれ
ば、特例として半年分をまとめて1月と７月に納税する
こともできます。この特例を受けるには、『源泉所得税
の納期の特例の承認に関する申請書』を提出しておく
必要があります。提出時期は特に定められていません
が、原則として、提出した日の翌月に支払う給与等か
ら適用されますので、注意が必要です。

　法人税は毎年確定申告を行って納めます。その際、
控除額の大きい青色申告で確定申告をするには『青
色申告の承認申請書』を提出します。期限は、会社設
立の日以後3カ月を経過した日か、もしくは最初の事
業年度の終了日のいずれか早い日の前日までです。

　以下の届出書は、会社を設立した状況に応じて提
出する必要があります。
●棚卸資産の評価方法の届出書
　会社における棚卸資産（在庫）の評価方法を税務署
に知らせるためのものです。最初の事業年度の確定
申告書の提出期限までに提出します。評価方法はいく
つかあり、この届出書を提出しない場合は、自動的に
『最終仕入原価法による原価法』が適用されます。
●減価償却資産の償却方法の届出書
　機械設備は『定率法』、ソフトウェアは『定額法』など、
減価償却資産は資産ごとに償却方法が定められてい
ます(法定償却方法といいます)。法定償却方法以外で
減価償却計算を行う場合には、この届出書を最初の
事業年度の確定申告書の提出期限までに提出するこ
とで、減価償却資産ごとに償却方法を選択することが
できます。
●消費税課税事業者選択届出書
　消費税の納税について、会社設立年度とその翌年
度は、原則として免税事業者となりますが、この届出
書を提出すると課税事業者を選択できます。課税事
業者になると、多額の設備投資などをした際に、消費
税の還付を受けることができるなどのメリットがある
ため、場合によっては提出しましょう。
　提出時期は適用を受けようとする課税期間の初日
の前日まで(適用を受けようとする課税期間が事業を
開始した日の属する課税期間である場合には、その
課税期間中)に提出が必要です。

　各届け出や申請は、e-Taxを利用してオンラインで
行うことも可能です。ほかにも必要書類が増えること
もあるので、国税庁のホームページを確認しながら、
準備を進めていきましょう。

2分セミナー税務・会計
CHECK 03 



入念な準備と説明が必要！
円滑に早期退職制度を導入する方法

早期退職制度を導入すると？
メリットとデメリットを考える

退職希望者を募る際の優遇措置と
トラブルを防ぐ制度設計の重要性
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早期退職制度には、人件費の削減や組織の若返りなどのメリットがあります。しかし、解雇やリ
ストラのようなイメージを持つ人もいるため、トラブルに発展することもあります。そこで今回
は、導入の際に注意したいポイントを説明します。

　フジテレビが2022年の1月から50歳以上の早期
退職希望者を募集し、著名なアナウンサーらを含む約
100名の退職が報じられました。また、富士通は2月末
までに、50歳以上の幹部社員の約3000名が早期希
望退職に応募し、大規模な人員施策となりました。
　
　早期希望退職は、企業の業績悪化に伴い整理解雇
の前段階で行われる人員調整のケースと、人事施策
の一環として実施されるケースがあります。どちらも
目的は従業員数を調整することにありますが、企業側
が退職者を募ることになるため、従業員や労働組合か
らの強い反発を招く可能性もあり、制度として導入す
る場合は慎重に進めていかなければなりません。
　また、早期退職者を募っていることが社外で報じら
れると、経営危機に陥っている企業という印象を与え
てしまうこともあります。ほかにも、『退職金などで一
時的に人件費が圧迫される』や、『優秀な人材が流出
する可能性がある』などのデメリットも考えられます。
　
　一方で、早期退職制度には『人件費の削減になる』
『組織の若返りや活性化が期待できる』などのメリット
があります。自社の経営状況や理想とする人員構成な
どを軸に、制度の導入を検討していくことが大切です。

　早期退職制度は、会社側から従業員に退職を促す
制度なので、労務的な観点からもある程度の優遇措
置を設けるのが一般的です。通常は、定年時に支払う
所定の退職金に上乗せした割増退職金を支払います。
企業によって金額はさまざまですが、大企業の場合、
だいたい所定の退職金に年収1～2年分を上乗せす
るのが相場です。ほかにも、早期退職の対象となるの
は会社の中間層にあたる40～50代がほとんどなの
で、優遇措置として、人材会社やキャリアコンサルタン
トと連携して再就職支援を行うことも多くあります。ま
た、退職が決まると再就職先探しや、取引先への挨拶
回りなどがあり、通常の勤務が難しくなるため、早期
退職者に対しては勤務の免除を考えてもよいかもし
れません。退職日まで間がない場合は、有給休暇の
買い取りが必要になるケースもあります。
　
　早期退職制度は、恒常的に退職希望者を募集する
制度です。このほか、期間を決めて退職希望者を募集
する場合は『希望退職制度』となり、早期退職制度とは
区別します。
　また、早期退職制度を導入する場合は、優遇措置の
ほか、目的や規模、対象者などの各種条件を含めた要
件をしっかり決めておきましょう。早期退職制度は人
員調整のための制度ではありますが、会社にとって必
要な人材まで退職してしまうリスクもあります。さらに、
募集の基準を示していないと、後 「々話が違う」とトラ
ブルになる可能性があるため、メールや口頭、社内掲
示などで全社員に周知しておく必要もあります。

　退職は労使の合意を得てはじめて成立します。応募
者には個別で面談を行い、条件の説明を行ったうえで、
最終的な退職の意思を確認するようにしましょう。

労務ワンポイントコラム

CHECK 04 



“カスハラ”はどこまでが犯罪になる？
行き過ぎたクレームの対応策

従業員の身体・精神に被害
クレームとカスハラの判断基準
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どのようなクレームが
犯罪行為にあたるかを解説

『カスハラ』とはカスタマーハラスメントの略で、客からの理不尽なクレームや過度な要求、嫌が
らせなどを指します。カスハラは近年、増加傾向にあり、行き過ぎると脅迫罪や恐喝罪、強要罪や
威力業務妨害罪になります。今回は、カスハラの判断基準についてお伝えします。

　厚生労働省の調査によると、2019年度に全国の企
業・団体に勤務する20-64歳の男女労働者のうち、過
去３年間で『顧客から著しい迷惑行為を一度以上経験
した』人の割合は、15.0％でした。受けた行為の内容と
してもっとも多かったのは、『長時間の拘束や同じ内容
を繰り返すクレーム（過度なもの）』が52.0％で、『名誉
毀損・侮辱・ひどい暴言』が46.9％と続きます。これらの
迷惑行為によって、従業員の就業環境が害されること
が大きな問題となっています。労働基準法では、企業は
従業員の生命や身体の安全を確保する『安全配慮義
務』が求められています。もし、カスハラによって従業員
が身体的・精神的な被害を受けた場合は、クレームを
つけた客側だけでなく、雇用主も安全配慮義務につい
て責任を問われることがあるので注意してください。カ
スハラに適時対応していくためには、カスハラかどうか
の判断基準を設けておくとよいでしょう。厚生労働省で
は一つの尺度として、以下の2点を示しています。

❶顧客等の要求内容に妥当性はあるか
❷要求を実現するための手段・態様が社会通念に照ら
　して相当か

　つまり、客の要求に妥当性がない、または要求を実
現する手段が社会通念上不相当な場合はカスハラで
あると判断できます。程度が深刻な場合は、犯罪行為
にあたるので、企業はケースごとに判断する必要が
あります。暴力行為はもちろん、土下座の強要や暴言、
金品の要求なども犯罪行為です。
　過去の例では、衣料品店で従業員に土下座を強要し
た客が逮捕されました。また、飲食店で持ち込みを指摘
されたことに腹を立てた客が従業員を殴り、傷害罪で
逮捕される事件も起きています。

●土下座の強要
客の立場を利用し、脅迫や威嚇を重ねて土下座などを
強要した場合は強要罪になります。謝罪文を書かせる
行為も該当します。

●過剰な見返りの要求
企業側が提示している賠償内容にいつまでも納得し
ない姿勢を見せ、過剰な慰謝料や金品を求める行為
は、恐喝罪となります。

●脅して恐怖を与える
机を叩く、壁を蹴る、物を壊す、執拗にせまるなど、従
業員を威嚇して恐怖を与える行為は脅迫罪に当たり
ます。

●大声を出すなどして業務を妨害
従業員を声や音で威圧して業務を妨害すると、『威力
業務妨害罪』になります。また、電話で何度も悪質なク
レームを入れる行為も該当する場合があります。

●暴言を浴びせる
従業員への誹謗中傷を目的に、大勢の前で『バカ』『ク
ズ』と罵る行為は侮辱罪になります。『店長と不倫して
いる』など嘘の事実を提示した場合、『名誉毀損罪』に
なります。

　クレームが発生したら、まずは客と従業員の証言や
証拠に基づいて事実関係を正確に把握し、自社側に過
失がある場合は謝罪や商品の交換、返金などで対応
するべきです。しかし、正当なクレームではない悪質な
カスハラであると判断できた場合は、警察への通報も
含め、毅然とした態度で従業員を守る必要があります。

社長が知っておきたい法務講座!
CHECK 05 



転売は企業にとっても大きな損失！
不正転売対策でユーザーの信頼を獲得

生産リスクやイメージ低下など
転売屋による不正転売の問題

企業側の取り組む不正転売対策は
ユーザーからの信頼感獲得に直結

ー 7 ー

近年、『転売屋』と呼ばれる人々による商品の不正転売が社会問題化しています。不正転売は
ブランドイメージを低下させ、顧客離れを引き起こす可能性があるため、企業側はさまざまな
防止策を講じています。今回は、不正転売防止の現状と対策について解説します。

　転売とは、購入した商品をほかに売り渡す行為のこ
とです。近年は商品を買い占めて、相場よりも高額な
値段で転売し、利益を得るいわゆる『不当転売』を
指す場合が増えています。この不当転売を行う者は、
“転売屋”などと呼ばれています。
　転売屋による不当転売はオークションサイトやフリ
マアプリなどの普及によって急増しており、家電や玩具
はもちろん、コスメやアパレル、キッチン用品やオフィ
ス用品などあらゆる希少価値の高いものがターゲット
になります。不当転売は、いわゆるCtoCサイトなどで
行われており、それ自体に違法性はないため、法律で
取り締まることは難しいのが現状です。
　不当転売は一見、物を仕入れて高く売るという商売
の基本に則っているように見えます。しかし、問題の一
端は、希少品を買い占めてしまうことにあります。
　商品の大量買い占めは、店の品薄や品切れを引き
起こし、ほかの消費者の購入機会を喪失させる行為
です。メーカーが生産数を増やせばよいと思うかもし
れませんが、品切れに対応するため生産数を増やした
ものの、生産が追いついた頃には消費者の熱が冷め
ていることもあるのです。一般消費者の購入機会を奪
い、商品の常識的な流通を阻害する不当転売は企業
にとってもデメリットしかありません。
　また、本来、通常価格で商品を購入できていたはず
の消費者にとっても大きな問題です。高額での購入を
強いられるだけでなく、損切りのために転売屋が商品
価格を下げて転売することで、正規の価格で購入した
消費者が損をしたと感じてしまいます。低価格での
転売は企業ブランドや商品のイメージ低下にもつな
がり、正規購入者のブランド離れも引き起こします。
万一、投げ売りのような状態になると消費者からは
『流行遅れ』とみなされてしまうリスクもあります。

　法律による規制が難しい転売行為は、売り手側であ
る各企業や販売者が、現場で対処するしかありません。
転売屋に商品を買わせない・売らせないための断固
とした対応は、一般消費者の信頼獲得にもつながります。
　ある玩具店は、2021年に、希少性のあるプラモデ
ルを購入した客に対し、内装の開封と一部ランナー
（プラモデルのパーツをつなぐ枠）のカットをお願い
するという転売対策を行いました。開封されていると、
商品としては中古品になるため、高い値段で転売する
ことができなくなります。販売店によるこの対策は、
ニュースになって広がり、SNSでも賞賛の声が集まり
ました。また、転売のターゲットになりがちな『Play-
Station５』のメーカー、ソニー・インタラクティブエン
タテインメントは、外箱に開封済確認シールを貼り、販
売時に店員が箱の開封を行うという対策を実施。この
対策は、ゲーム愛好者から高い評価を得ました。
　ほかにも、転売屋による大量購入を防ぐために購入
回数や販売個数を制限したり、フリマアプリ等に出品
停止依頼を行ったりするなどの不当転売対策が実施
されており、転売の取り締まりは厳しくなってきてい
るといえるでしょう。
　転売対策を講じているということは、企業側が一般
の消費者を大切にしているという証でもあります。自
社の商品を必要としている人にスムーズに届けられ
るよう、適切な対策を講じていきましょう。

増客・増収 のヒント
CHECK 06 
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従業員のダブルワークは認めるべき？ 
副業解禁におけるメリットと留意点

働き方の多様化やコロナ禍により
副業へのニーズは増加傾向にある

従業員側はキャリア形成や自己実現
企業側は人材獲得などがメリット

副業には『従業員が新たな知見を得られる』『従業員の自主性や自律性を促せる』
などのメリットが考えられます。留意点としては、従業員のトータルの就労時間
が長くなるため、会社側で健康管理や労務管理を行う必要があることなどが
上げられます。メリットと留意点を比較しながら、検討していきましょう。

　副業とは、本業以外の仕事を掛け持ちですることを
意味します。似た言葉に『ダブルワーク』や『兼業』があ
りますが、ダブルワークは本業・副業の区別なく、どち
らの仕事にも同等に取り組む場合に使用することが
多く、兼業はダブルワークとほぼ同義語で、2つ以上
の仕事を掛け持ちしている場合が該当します。
　これまで日本企業では副業や兼業が禁止されてい
ましたが、雇用形態の変化や働き方の多様化などから
副業のニーズが高まり、副業解禁に踏み切る企業も
増えてきています。総務省の『就業構造基本調査』に
よると、副業者数は年々増加傾向にあり、雇用者全体
に占める副業者数の割合は1992年が1.4％だったの
に対し、2017年は2.2％となっています。雇用者から
の「1つの仕事だけでは生活ができない」「活躍の場を
広げたい」などの声も増えており、副業解禁の動きは
コロナ禍でますます加速しつつあるのが現状です。
2018年には厚生労働省が『副業・兼業の促進に関する
ガイドライン』を発表（2020年改正）するなど、国を挙
げて副業に関するルールの明確化に取り組んでいます。
　さらに、労働法では従業員の副業についての規定
は存在しません。ただし、憲法第22条1項では、職業の
選択の自由が保証されており、裁判例でも労働時間
以外の時間をどのように利用するかは基本的には従
業員の自由とされています。

　法律的に副業禁止が認められていないと解釈され
るため、特別な事情がなければ、企業は従業員の希望
に応じて副業を認める必要があります。企業側が副業
を解禁することで、従業員側は本業を持ったまま、離
職することなく別の仕事を請け負うことが可能になり
ます。所得の増加や将来に向けたキャリア形成はもち
ろん、やりたい仕事に挑戦することは働くうえでのモ
チベーションアップにもつながります。また、ガイドラ
インでは、下記の4点を企業側のメリットとして挙げて
います。

❶労働者が社内では得られない知識・スキルを獲得
　することができる 
❷労働者の自律性・自主性を促すことができる 
❸優秀な人材の獲得・流出の防止ができ、競争力が
　向上する 
❹労働者が社外から新たな知識・情報や人脈を入れ
　ることで、事業機会の拡大につながる

　一方で、副業解禁に伴い、企業側には秘密保持義務
や競業避止義務の確保、従業員の就業時間の把握・
管理や健康管理の対応など、新しい業務も発生してき
ます。さらに、副業を希望する従業員の健康状態や労
働時間を把握できる仕組みを導入するなどの対応も
必要になってくるでしょう。

情報漏えいや業務能率の低下などの観点から、当社では副業禁止を就業規則で
定めています。ただ、従業員から副業解禁を求める声も上がっており、就業規則
の見直しを含めて検討している段階です。副業解禁は会社側にどのような
メリットがあるのでしょうか。また、留意すべき事項はありますか？

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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