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経営TOPICS

　数年前からジャスティン・ビーバーやカニエ・ウェス
トなどの世界的人気アーティストがカセットテープ
で楽曲をリリースする動きがあります。日本でも近
年、松田聖子やアイドルグループのでんぱ組.incな
どがカセットテープで新曲を発売したことが話題と
なりました。
　なお、このようなレトロブームは音楽業界だけに
限ったことではありません。近年、店舗数が減少傾
向にあった“純喫茶”も「レトロな雰囲気が落ち着く」
と若い世代を中心に流行の兆しを見せています。ま
た“フィルムカメラ”や“レトロゲーム”など、幅広い
ジャンルで昭和に流行したコンテンツが再び注目さ
れ始めているのです。
　こうしたレトロな製品・サービスは、大人にとって
は懐かしく、デジタルネイティブと呼ばれる“昭和を
知らない平成生まれの若者”にとっては目新しさを
感じられることが人気の理由といえるでしょう。「温
かみや味わいがある」「シンプルな機能に愛着を感
じる」というデジタルにはない、レトロ特有の魅力も
人気の要因です。さらに“数量限定”で発売される製
品が多いことで、“レトロ”という希少性を高めている
ことも重要なポイントといえるでしょう。
 
 

 
　また最近は、“デジタルとレトロを融合させたコン
テンツ”が人気です。その一例として、“フィルムカメ
ラ風に加工ができるアプリ”が挙げられます。あえて
セピア色にすることで「温かみを演出できる」と話題

になっています。
　近年、技術の進化によって動画や写真を鮮明に
撮ることが容易になりました。しかし“インスタ映え”
という言葉が流行したように、Instagramに熱中す
る世代は、撮影した画像や動画にひと手間を加えて
オリジナリティを出すことを大切にしているようです。
１つの技術を使いこなすだけではなく、複数の技術
を駆使したい人々にとって、デジタルとレトロの融合
はオリジナリティを出せる最適なコンテンツだとい
えるでしょう。
　ブームに乗りつつも“飽き”を招かないためには、
独創性や希少性を高めることが重要です。すでにあ
る製品やサービスを提供するだけではなく、デジタ
ルと融合させることでオリジナルの価値を見い出す
ことができるでしょう。今後、新しい商品やサービス
を企画・開発する際の参考にしてみてはいかがで
しょうか。

近年、欧米や日本、韓国などでレトロブームが起こっています。中古品買取・販売サービスの
『マーケットエンタープライズ』の調査によると、2017年のレコードプレーヤー販売量はCDプ
レーヤーの50％に迫る勢いだったようです。では、なぜ今レトロブームが起こっているのでしょ
うか？　今回は、その理由と経営に活かせるヒントに迫ります。

世界各国で巻き起こるレトロブーム
――デジタルとの融合が人気!?

大物アーティストが
レトロブームの火付け役!?

レトロブームを経営に活かす
秘訣とは？



かった順に見ていきましょう。
【１位】休暇の日でも対応しなければならない仕事
がある　27.8ポイント差（良好群34.2％・非良好
群62.0％）
【２位】所定の勤務場所に行かなければできない
仕事である　24.7ポイント差（良好群26.3％・非
良好群51.0％）
【３位】周辺業務が煩雑で手間がかかる　24.1ポ
イント差（良好群28.9％・非良好群53.0％）
　日時を問わず、雑務や突発業務に追われたり、
勤務場所の制約が大きいことが長時間労働の一
因となっているようです。

次回は、『管理職と職場マネジメントの状況』につ
いて見ていきます。

政府主導で働き方改革が進むなか、長時間労働が改善されないことが問題となっています。そこで、
2017年9月に発表された、HR総研と産業能率大学総合研究所の共同調査による『日本企業における
社員の働き方に関する実態調査』をもとに、長時間労働の要因を2回にわたって探っていきます。

　HRプロの会員および産業能率大学のクライア
ント企業307社を対象に働き方の実態調査を
行ったところ、『1ヵ月あたりの残業時間が80時間
を超えた社員がいる』と答えた企業は、全体の
45.5％と約半数に上りました。
　では、長時間労働の要因は何なのでしょうか。要
因を探るため、企業を以下の２グループに分け、そ
れぞれの回答について比較してみました。
（１）良好群：１ヵ月平均の実労働時間が180時間
以下かつ平均年次有給取得率が60％以上の企業
（２）非良好群：１ヵ月平均の実労働時間が181時間
以上かつ平均年次有給取得率が60％未満の企業
　

　『仕事・業務の特徴』について上記２グループに
調査を実施。“当てはまる”と答えた２群の差が大き

長時間労働は、
管理職の働き方が要因!? その①
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データで見る経営

企業の約50％に
80Ｈ以上残業した社員がいる！

休日出勤や雑務が
長時間労働の要因!?



最近は視察と観光を兼ねた“海外視察ツアー”が人気のようです。視察と観光とでは支出する費
用の目的が異なることになりますが、その渡航が業務上必要で、かつ通常必要な金額であれば、
海外視察などの経費は旅費として処理できます。では、観光を兼ねた海外渡航費の場合は、どの
ように処理をすべきなのでしょうか？

　海外へ視察や出張に行く際、ついでに観光を、
ということもあるでしょう。その際の税務会計処
理が曖昧だと、税務調査で指摘される可能性が
高くなります。
　観光を兼ねた海外視察費などの扱いについ
て、国税庁では次のように定めています。
『その海外渡航に際して支給する旅費を法人の
業務の遂行上必要と認められる旅行の期間と認
められない旅行の期間との比等によりあん分し、
法人の業務の遂行上必要と認められない旅行に
係る部分の金額については、当該役員又は使用
人に対する給与とする』
　つまり、海外渡航費用の税務上の取扱いはそ
の目的と内容により異なり、原則として業務に関
連する部分は“旅費”、会社が負担した観光に関
する部分はその役員等の“給与”とされます。ま
た、視察旅行をしたのが得意先など外部者の場
合には“交際費”とされます。

　海外渡航費の旅費としての損金算入額または
必要経費算入額を計算するには、旅行日程を業
務と観光とで分ける必要があります。日数の区分
については、昼間の通常業務時間（約８時間）を
1.0日として、おおむね0.25日単位で日数を割り
出します。そして、その日数を以下の式に当てはめ
“業務従事割合”を算出します。
『視察などの業務に従事した日数』÷（『視察など
の業務に従事した日数』＋『観光した日数』）＝業
務従事割合

　この業務従事割合が50％以上であれば、海外
渡航が業務遂行上必要であると認められるた
め、飛行機の往復運賃とその他の旅行に要する
費用に業務従事割合を乗じた金額が旅費として
認められます。

　下記に該当するものは原則として業務に関連
するものではないとされています。
① 観光渡航の許可を得て行う旅行
② 旅行あっせんを行う者等が行う団体旅行に応
募してする旅行
③ 同業者団体その他これに準ずる団体が主催
して行う団体旅行で主として観光目的と認められ
るもの

　ただし、実務上わざわざ就労ビザを取得しない
で観光ビザで行く場合も多いと思いますので、業
務への関連性があることをきちんと説明できれ
ば、旅費としての計上は可能だと考えられます。

　また、役員が、その親族又は業務に常時従事し
ていない者を同伴した場合、会社が負担した同
伴者の旅費については、特別な場合を除き、同伴
させた役員等の給与とされます。

　海外渡航費は税務調査の際に必ずと言ってい
いほど確認される項目です。業務上必要なもので
あるかどうか・同伴者はいるか等は、エビデンス
（旅行会社等による行程表、移動、宿泊、飲食関
連の領収書等）等をもとに確認されますので、
しっかりと保管・記録しておきましょう。

社長のマネジメントをサポート 経営管理マガジン 04

観光を兼ねた海外出張費は、
どこまで経費として認められる？

税務・会計2分セミナー

海外渡航費用を
業務と観光で区別する

"業務従事割合"を算出する

行程表や領収書などの証明できるものを
保管しておきましょう



会社が新たに従業員を雇う際、その資質や能力、勤務態度などを見極めるため、試用期間を設け
ることは珍しくないでしょう。仮に、試用期間中に従業員の勤務態度や能力に問題があると判明
した場合、その従業員を解雇することは可能なのでしょうか？ 今回は、試用期間中の解雇につい
ての留意事項をご説明します。

　 “試用期間”とは、“お試しの雇用期間”のこと
で、新たな人材を採用する際、実際の業務を通し
て、その従業員の勤務態度・能力・スキルなどから
本採用するかどうかを判断するために設けられま
す。そのため、試用期間中に従業員として不適格
であると認められた場合は、労働契約を解除する
ことができます。ただし正当な事由がなければ、
会社側が一方的に本採用の取り消しを行うこと
はできません。
　では、“正当な事由”とは一体どのようなことを
指すのでしょうか？
　過去の判例で試用期間中の解雇の相当性が認
められた事由は、下記の通りです。

● 勤務態度が極めて悪い場合
● 正当な理由なく遅刻や欠勤を繰り返す場合
● 経歴詐称があった場合

　実は、その社員の能力やスキルの不足という曖
昧な理由による解雇は難しく、不当解雇とみなさ
れる可能性が高いです。本採用の取り止めについ
ては“社会通念上妥当である”と考えられるよう
な、客観的かつ合理的な理由が必要になるので
す。また、不当な理由による本採用の取り止めにつ
いては、『解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、

社会通念上相当であると認められない場合は、そ
の権利を濫用したものとして、無効とする』（労働
契約法第16条）が適用となる可能性があります。

　たとえば、試用期間中に遅刻が多かったり、勤
務態度が悪い社員の本採用を取り止めにする場
合は、就業規則に『試用期間中の従業員が勤務態
度の不良などで会社が従業員として不適格と判
断した時には解雇する』などの記載をしておくこと
が必要になります。いくら勤務態度が悪くても、条
件提示がないまま本採用を取り止めにすることは
できません。

　前述したように、試用期間中の本採用への取り
止めは、解雇と同様に解釈されるため、解雇予告
が必要になるケースもあります。解雇予告が必要
なケースは、試用期間が14日を超える場合です。
仮に試用期間が３カ月ある場合には、本採用を取
り止めるために、少なくとも30日前に解雇予告を
するか、30日分の解雇予告手当を支払う必要が
あります。

　態度が悪かったり、著しく能力が不足している
従業員を雇い続けると、会社への損失につながり
かねません。そうならないような対策は予め講じ
ておきましょう。

試用期間中社員の解雇には要注意！
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試用期間中の解雇が認められる
事由とは？

就業規則への明示が重要

労務ワンポイントコラム



　2017年10月に発生した神戸製鋼所
の検査データ改ざん事件をご存知で
しょうか。基準に満たないアルミ製品な
どを、検査証明書を書き換え、性能を偽
装して納品していたという事件です。こ
の事件は“内部通報”によって明らかに
なったと言われています。もし内部通報
がなければ、実際に大きな事故が起き
るまで不正が明るみにならなかったの
かもしれません。
　このように、“内部通報”というのは、
企業不祥事を取り締まるために必要な
仕組みです。そこで、不正を告発しやす
い環境を整え、内部通報者を保護する
ための法律として注目されているのが
『公益通報者保護法』です。

 『公益通報者保護法』は、働いている従
業員（正社員、パート、アルバイトを含
む）が自社の不正を通報したために、異
動や解雇などの不利益を被らないよう
にするための法律です。
 『公益通報者保護法に関する民間事業
者向けガイドライン』より、ポイントを見
てみましょう。
● どんなに小さな企業であっても適用
される
● 企業は従業員が内部通報をするため
の通報窓口を社内に設置し、周知させ
る必要がある
● 通報窓口に通報してきた通報者の秘
密保持、個人情報を保護する
● 通報者には調査の進捗状況、調査結

粉飾決算やコンプライアンス違反が引き金となり、倒産に至る企業が増えて
います。消費者庁では、公益に反する企業を取り締まるべく、企業の内部通報
をさらに促す方向で動いています。今回は、通報者を保護する『公益通報者保
護法』についてご紹介します。

果などを適宜通知する
● 公益通報を理由に通報者に解雇や不
利益取扱い（懲戒処分、降格、減給等）
をしてはならない

　平成28年度「民間事業者における
内部通報制度の実態調査」では、中小
企業の内部通報制度の導入率は約
40％だそうです。社内通報窓口の設置
は義務ではありませんが、消費者庁は
2019年を目処に同法の改正を検討し
ています。
　また、上記調査により、内部通報窓口
を設置したことで、それが従業員等によ
る違法行為への抑止力として機能する
など、一定の効果が得られていることも
明らかとなっています。
　内部通報制度には、不正行為の抑
止、有事の際の自浄作用、外部通報前
に対応が可能というメリットがありま
す。まだ設置していない場合、法に沿っ
た内部通報制度を設けておくことをお
勧めします。

内
部
通
報
を
し
や
す
く
す
る

法
律『
公
益
通
報
者
保
護
法
』と
は
？
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社長が
知っておきたい

法務講座

“内部通報”で未然に
事故を防ぐ

中小零細企業も法律の対象に

現状の導入率と導入メリット



　2017年の経済財政白書によると、2014年以
降、家計の平均消費性向が年齢を問わず低下傾
向にあることがわかりました。雇用や所得環境が
改善をしているのに対し、消費に回す割合が依然
として増えていないのです。
　そうした消費を抑制する代表になっているのが
若者世代。さとり世代と称される若年層では、将
来をより悲観的に見る傾向があり、消費をするよ
りも節約をしたり、貯蓄に回したりしたいという意
欲が強いことが明らかになっています。

　こうした流れから注目されているのが“ミニマリ
スト”というライフスタイルです。たくさんの物を持
つのではなく、自分にとって本当に必要なものだ
けを持つほうが豊かに生きられる、という考え方
を言います。
　ミニマリストにとっての物は、新品である必要は
ありません。彼らは、必要なものがあれば中古で
購入し、必要がなくなれば売却をして物を減らし
ます。こういった彼らの直接の売買（CtoC市場）
のインフラを支えているのがフリマアプリです。
　CtoC市場の規模は年々拡大し、既存のBtoC
市場を侵食し、さらなる拡大が予測されています。
そのため、単にモノを売るというよりは、ライフス
タイルの提案やマッチングサービスなどへの需要
が出てきそうです。

近年、若年層を中心に消費意欲が低下し、貯蓄する傾向が続いていることが内閣府の調査により
明らかになっています。そんななか、最低限の物しか持たない生活スタイルを目指す"ミニマリスト"
という言葉も生まれています。一方、消費意欲の低下は高齢者にも波及し、貯蓄の結果、3,000万
円以上の資産を持つ富裕層高齢者の割合も増加しています。このような物を消費しない時代に、ど
のような商品やサービスが求められているのでしょうか？

さとり世代の節約志向がけん引 貯蓄を持つ高齢者が求めること

“ミニマリスト”の消費スタイルに鍵

　一方で、今後、消費が高くなるという期待が寄
せられているのが65歳以上の高齢者です。調査
によると、3,000万円以上の資産を持つ富裕層が
最も多く、最近ではその割合は増加傾向にあると
言われています。

　昨今のニュースでも相続人がいない高齢者の
財産が総額で400億円に達すると伝えられてい
ます。お金は所有しているものの、使い道が見出せ
ない高齢者の存在が注目を集めているのです。

内閣府が実施した1人暮らしの高齢者に関する意
識調査によると、高齢単身者の"現在の楽しみ"は

1位：テレビ・ラジオ
2位：仲間との集いや親しい友人との交際
3位：新聞・雑誌
4位：食事・飲食
5位：散歩・ウォーキング・ジョギング
となっています。

　こうした富裕層高齢者には、毎日を充実させる
商品やサービス、人間関係を構築する趣味の場
などの楽しみを提供することに需要がありそうで
す。消費需要が下がっているため、いかにター
ゲット層の志向を理解するかが商品作りのヒント
になるのではないでしょうか。

物を消費しない時代に求められる
商品・サービスとは？
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増客・増収の

ヒント
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　まず、会議費と交際費の違いについて見ていき
ましょう。
 “会議費”とは、取引先との打ち合わせや社内で行
われた会議のために支出した費用のことをいいま
す。この費用には、お茶菓子や弁当などの飲食代も
含まれます。なお、取引先との打ち合わせについて
は、１人あたり税込5,000円以下のものを“会議
費”として計上できます。なお、１人あたりの金額
は、支払総額を参加人数で割って算出します。
　一方“交際費”とは、得意先や仕入れ先などの役
員・従業員に対する接待、供応、慰安、贈答などに
支出する費用のことをいいます。交際費には、会社
の記念事業で行った宴会費や、そこで提供した記
念品の費用、会場までの交通費なども含まれます。
　取引先との飲食代の計上方法については、１人
あたりの費用が税込5,000円以下なら“会議費”、
税込5,000円を超える場合は“交際費”と覚えてお
くとよいでしょう。

【会議費に該当する一例】
●会議を行う際に必要となるコーヒーやお茶、弁
当、お菓子などの飲食物の代金
●会議室の利用料
●１人あたり税込5,000円以下の取引先との接待
飲食代
●社員が社内外で行う会議や打ち合わせに利用し
た飲食代

会議費と交際費を見極めるには“会議をするため
に必要な経費か否か”が重要な判断基準といえま
す。なお、１人あたり5,000円以下の接待飲食代
を“交際費”として処理しても問題はありません。

　会議費として計上するためには、以下の要件が
明記された領収書やレシートが必要です。
①年月日
②飲食代の金額
③飲食店の名称や所在地

　さらに、以下のことも記録しておく必要があり
ます。
①参加した取引先・自社社員の会社名・氏名・関係
②参加した人数
③当日の会議の内容を記した議事録など
　
　取引先との飲食代が、会議費と交際費のどちら
で計上するかの基準は、“業務を行う上で必要な
相手との会議費用か否か”が重要なポイントです。
会議費や交際費の処理についてご不明な点があ
れば、専門家へご相談ください。

社長のマネジメントをサポート 経営管理マガジン

居酒屋でお酒を飲みながら取引先と打ち合わせをしました。１人あたり税込5,000円以
下で収まったのですが、交際費ではなく会議費として計上できますか？

取引先との居酒屋での飲食代は、
会議費として計上できる？QA&経営な

んでも

A
nswer

Q
uestion

会議費に該当するものとは？
領収書をきちんと保管しておこう！

飲酒を伴う会合であっても、１人あた
りの金額が5,000円以下であれば会
議費として計上できます。ただし接待
ではなく、打ち合わせなど“会議”とし
て認められるものに限ります。

会議費♪
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