保険サービスシステム株式会社

特定社会保険労務士

馬場 栄

22

31

りますが︑その際に中小企業に対して
は︑
﹁当分の間﹂適用を猶予すること
とされました︵中小企業の定義は次ペ

24

1

1
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来年４月から時間外手当が割増しになる？

この改正は平成 年４月の労働基準
法改正時に既に定められた事項ではあ

25

22

早急に手を打つべき
﹁残業代対策﹂
の極意伝授します
平成 年４月 日に施行された改正労
働基準法では︑１カ月に 時間を超え

︒
平成 年に中小企業にとって経営上︑ ージ図表１を参照︶
また︑平成 年７月 日に行なわれ
大きな影響を与えかねない法改正が予
た労働政策審議会の中では︑委員から
測されています︒その法改正とは﹁
時間超部分の時間外労働に対する割増 ﹁猶予期間終了に向けて早期に議論が
賃金率１５０％への引上げ義務化﹂で できるように努めていきたい﹂との意
見が出ました︒
す︒
25

未払い残業代請求ビジネスに
目が向けられている

る時間外労働を行なう場合の割増率を
﹁ ％以上﹂とすること等が定められ
ています︒この改正点は中小企業に対
しては施行後３年間適用が猶予されて
きました︒つまり該当する中小企業で
は平成 年４月 日から適用になる可
能性があるのです︒企業としてはなん
らかの残業代対策が必要です︒そのポ
イントを専門家がアドバイスします︒
50

図表1 中小企業の定義
業 種

資本金の額または
出資の総額

または

常時使用する労働者数

小売業

5,000万円以下

または

50人以下
サービス業

5,000万円以下

または

100人以下
卸売業

1億円以下

または

100人以下
その他

3億円以下

または

300人以下

このマーケット規模は推定 兆円と
もいわれ︑弁護士のみならず行政書士
や司法書士なども本格参入する例が増
え始めています︒また︑中にはネット

ジネスが一時期と比べ落ち着いてきた
昨今︑弁護士が次に目をつけているの
が﹁未払い残業代請求ビジネス﹂なの
です︒

る︒
つまり︑これは政府としても本格的
に猶予期間終了に向けて始動したこと ⑤ 人件費増による経営難から︑人員
削減や事業縮小の可能性が増える︒
を示しており︑これらのことを考慮す
ると︑冒頭に述べたように平成 年春 などが挙げられます︒
ひと昔前に﹁払い過ぎた金利は請求
先には︑中小企業への﹁ 時間超部分
の時間外労働に対する賃金割増率１５ すれば取り戻せます﹂というキャッチ
０％へ引上げ義務化﹂の適用が現実味 コピーを掲げ︑多くの弁護士が参入し
たビジネスがありました︒いわゆる
を帯びてきたということです︒
では︑この改正が中小企業にも適用 ﹁過払金請求ビジネス﹂です︒そのビ
された場合︑どのような事態が予想さ
れるでしょうか︒

取りづらくなる︒

問題に対する関心が高くなる︒
② 残業代についての従業員の権利意
識が高まる︒
③ ︵残業代対策のための︶就業規則
等の見直しに対する従業員の同意が

具体的には︑
① マスコミに取り上げられることに
より︑世間に広く認知され︑残業代

25

④ 労働者が弁護士などへ未払い残業
代に関する相談をする件数が増加す

上で簡単に未払い残業代を概算で計算
できる弁護士事務所のホームページも

登場するなど︑労働者が未払い残業代
を請求するための知識や方法を身につ

けやすい環境が急速に進んでいます︒
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未払 い 残 業 代 請 求 の
つのパターン

私共にご相談いただく新たな傾向と
して︑①在職中の労働者からの請求︑
②家族︵特に配偶者︶同席での残業代
請求︑③退職した管理監督者からの請
求︑という３つの特徴があります︒
まず１つ目の﹁在職中の労働者から
の請求﹂についてです︒今までは︑会
社を退職後にしばらくしてから請求す

と請求してくる点です︒
この労働基準法第 条にある管理監
続いて２つ目の﹁家族︵特に配偶者︶ 督者の定義では︑次の３要件をすべて
同席での残業代請求﹂です︒会社側か 満たす必要があります︒
らすると︑
﹁うちの社員は何ひとつ不 ① 経営に対する裁量権や採用・異動
平不満も言わずに働いてくれているか
等に対する人事権が大きく与えられ
ら︑そんな請求をしてくることなど心
ている
配する必要はない﹂と思っているかも ② 出勤・退勤時間に関し︑一切の裁
しれません︒しかし︑家族のほうは
量が与えられている︵遅刻や早退と
﹁毎日夜遅くまで仕事をしているのに︑ いう概念が一切無い︶
給与が低い﹂と不平不満を抱えていて︑ ③ 管理監督者より役職が下の社員と
残業代請求に関する知識を付け︑労働
比べ︑それ相応の給与が支給されて
いる︵部下の残業代込みの給与より
も︑管理監督者の残業代なしの給与
者本人に請求を強く促すという場合が
あります︒

そして３つ目の﹁退職した管理監督
るというケースが一般的でしたが︑昨
今は雇用情勢の不安から在職中に請求 者からの請求﹂についてです︒会社側
するというケースが増えてきています︒ はその労働者を労働基準法第 条に該
在職中の労働者が未払い残業代を請 当する管理監督者だと判断し︑時間外
求し︑それに対し会社が支払いに応じ
ることによる問題点は︑
﹁請求したら

退職後に﹁自分はそもそも管理監督者 呼ばれている人でも︑過去の判例に照
には該当しない﹂と主張し︑未払い残 らし合わせると︑労働基準法上は管理
業代を請求してくるというケースです︒ 監督者に該当しないとされるケースが

・休日労働に対する残業代を一切支払
っていなかったものの︑その労働者が

のは社長もしくは取締役クラスぐらい
であり︑例えば工場長や執行役員とい
った︑会社内の職責上は管理監督者と

の方が多い︶
つまり︑中小企業の規模でこれらす
べてに該当し﹁管理監督者﹂と呼べる

41

○○円もらえた﹂という事実が他の労
働者に伝わり︑そしてその情報を聞い
た他の労働者も﹁自分も請求しよう﹂

41
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3

図表2 割増単価の計算式
賃金

月平均所定労働時間

多々あるということです︒

残業代の計算方法を
確認しておこう

私共にご相談のあった会社の実態を

拝見すると︑残業問題のない会社は
〜 社に１社程度しかありません︒残

に賃金が入ります︵前ページ図表２参
照︶
︒分母の月平均所定労働時間は各
企業によって異なりますが︑相談に来

給制であれ︑残業代は全て時給に換算
して計算されます︒この時給単価の算
式は分母に月平均所定労働時間︑分子

いるケースが大半です︒
ここで残業代の計算方法について整
理しておきましょう︒
給与の支払い方法が月給制であれ日

業代を支払っているものの法律どおり
の支払い方でなかったり︑または残業
代が給料に含まれていると誤認されて

15
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8時間
○1日の所定労働時間

割増率
×

※賃金からは家族手当、通勤手当、住宅手当、賞与を除く

図表3 月平均所定労働時間の算出方法

1日の所定労働時間 ×（365日−年間休日数）
12カ月
【具体例】

○休日：年間休日数 125日

毎週土曜日【52日】 毎週日曜日【52日】 祝祭日【15日】

夏期休暇【3日】 年末年始休暇【3日】

8時間 ×（365日−125日）

12カ月

＝ 160時間／月

10

価に︑時間外や深夜︑休日といった割
増率を掛けたものが残業代単価となり
ます︒

た多くの方は﹁他社が○○時間でやっ
次に分子にくる賃金についてです︒
ていると聞いたから﹂という理由だけ 図表２にもあるように︑家族手当︑通
で月平均所定労働時間を決めています︒ 勤手当︑住宅手当︑賞与の４つ以外の
これが未払残業代を発生させる原因 手当は全て含める必要があります︒
経営者の方とお話ししていると﹁歩
の一つです︒
正しい計算の根拠となる数字は労働 合給や皆勤手当は入れなくても差し支
︑
﹁役職手当は残業代見合いだ
基準法で定められており︑
﹁１日の所 えない﹂
定労働時間﹂と﹁年間休日数﹂で決定 と口頭で伝えたうえで支払っているか
されます︒具体例で見てみましょう ら︑残業代単価に含めていない﹂と言
う方がいらっしゃいますが︑それは全
︵前ページ図表３参照︶
︒
図表の例では１日の所定労働時間８ くの間違いということになります︒
時間︑休日は土︑日︑祝日︑夏季休暇︑ こうして求められた賃金を月平均所
定労働時間で割って求められた時給単
年末年始で年間休日数は合計１２５日
となります︒休日が１２５日というこ
とは︑つまり年間労働日数が２４０日
となります︒そしてこの２４０日に１

オススメなのは
定額残業制だ！

会社が抱えている未払い残業代のリ

スクについてお話をしてきましたが︑
ここからはその対策について見ていく
ことにしましょう︒

普段︑数多くの中小企業の経営者の
方や労務担当者の話をお伺いしている
と︑ある共通点が浮かび上がってきま
す︒それは﹁給料の決め方﹂について
です︒中小企業の場合︑給与について
明確な基準の無い場合が多く︑他の社
員とのバランスや人件費として充てら
れる予算から逆算しているケースが大
多数です︒社長の目が全社員に対して

行き渡るくらいの人数規模であれば︑
賃金テーブルなどは使用せず︑経営者
の判断で決定するほうが柔軟に対応で

きるというメリットがあります︒
ただ問題なのは︑この金額を決める

ときに︑残業代込みの金額として考え

単に口頭で伝えているだけのケースが

ており︑さらには労働者への説明も
﹁この金額は残業代込みの金額﹂と簡

非常に多いということです︒
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日の所定労働時間８時間を掛けた１９
２０時間︑これが年間の所定労働時間
です︒これを月単位に換算するために
カ月で割ると１６０時間︑これがこ
の会社の月平均所定労働時間となりま
す︒
12

図表4 定額残業制導入による効果

仮にこのケースで争いになった場合︑
支払っていた給与が残業代込みの金額
として認められるでしょうか？ 残念
ながら︑口約束だけで書面上のやりと
りが無いものが裁判で認められる可能
性は︑限りなくゼロといわざるを得ま
せん︒会社側の考え方は正しいのです
が︑判例上からすると不備なのです︒
ではどうしたら良いのかというと︑
①就業規則︵給与規程︶
︑②雇用契約書︑
③給与明細の３点の整備が不可欠とな

104
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ります︒つまり︑しっかりとした根拠
を就業規則と雇用契約書に明文化した
うえで︑残業代を前払いとして支給す

ることは合法的に認められているので
す︒これがいわゆる﹁定額残業制﹂と
呼ばれるものです︒
具体的な数字を使ってこの制度を解
説していきましょう︵図表４参照︶
︒

現状の給与は︑基本給 万円︑役職
手当３万円︑職能手当１万円︑業績手

25

当１万円の総額 万円となっています︒

30

300,000円
賃金合計
300,000円
賃金合計

定額残業制導入
現状

月平均所定労働時間160時間

このケースで各種手当の金額は一切変
えずに︑役職手当︑職能手当︑業績手
当の３つを残業代の前払いとして支給
した場合どうなるでしょうか︒
つまり 万円のうち５万円を残業代
の前払いとして支給するのです︒これ
により︑時間数でいうと 時間分︵５
÷

万円 残業代単価１９５３円︶の残業
代が支払われていることになります︒
言い換えると月 時間までの残業であ

25

30

残業時間対策としては専門業務型裁
量労働制や企画業務型裁量労働制︑事
業場外のみなし労働時間制など︑労働
基準法上でも対応策はいくつかありま
すが︑中小企業にとって一番合理的か
つ効果的な対策が︑この定額残業制で
あるということを︑私は確信していま
す︒

定額残業制導入のための
３つのステップ

規程上明確にしておく必要があります︒
なお︑定額残業制導入に際し︑手当
の名称を﹁職務手当﹂から﹁職務時間
外手当﹂などと変更することにより︑
労働者にもその手当が時間外手当とし
ての意味合いを持っている旨を周知さ
せることも出来ます︒
また︑定額残業制はあくまで一定時

間数までの残業代前払いなので︑言い
換えると前払い部分を越えた時間に関

しては残業代を支払う旨を規程上明記
しておくことも重要なポイントです︒

上で求められているのはあくまで﹁意
見を聞く﹂ことなので︑変更した内容

けで変更可能です︒また︑労働基準法

同意を得る必要があります︒
通常の就業規則改訂は︑変更した内
容について労働者代表の意見を聞くだ

では次に︑定額残業制導入のために ② 雇用契約書の整備
第二段階が雇用契約書の整備です︒
会社がやらなければならない３つの事
項について具体的にみていきましょう︒ 定額残業制を導入する場合︑全社員の

ここでいう役職手当︑職能手当︑業績 ① 就業規則︵給与規程︶の改訂
手当は分子に含める必要がありません︒ まず︑第一段階が就業規則︵給与規
結果︑分子にくる賃金額も 万円から 程︶の改訂です︒定額残業制を合法的
に運用するためには︑その根拠として
各種手当が残業代見合いであることを

代単価が引き下がっていることがお分
かりになるかと思います︒残業代単価
を計算する際の分子にくる賃金からは
﹁残業代﹂は除くことができるので︑

れば︑時間外労働に対する賃金を支払
う必要がないということです︒
さらにもう１つの効果として︑残業

25
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30

万円に減少し︑割増賃金も２３４４
円から１９５３円へ減少するのです︒

25

に反対部分があったとしても︑そのま
ま労働基準監督署へ提出することは可
能です︒
ただし︑その中でも例外があり︑労
働者の不利益変更が伴う場合は︑労働
者全員の同意がないと改訂内容が法的
に効力を発揮しません︒
また︑労働契約法第８条では﹁労働
者及び使用者は︑その合意により︑労

定額残業制導入を本格的に検討する
会社は︑労働トラブルが最近発生して
いないことが最低条件です︒
例えば︑最近未払い賃金請求があり︑

定額残業制は能力に応じて
賃金を支払うための制度だ

定額残業制が認められる根拠を一貫さ
せるためにも︑給与明細の記載方法ま
で配慮する必要があります︒

毎月の支給時︵給与明細︶に至るまで︑

雇用契約書は入社時だけしか取り交 契約書上では営業手当が残業代見合い
わせないものと思われている方が多い として支給される旨明記されているに
ようですが︑そんなことはありません︒ も関わらず︑毎月交付する給与明細で
入社してから年数を重ねていく上で労 の表記上が﹁営業手当﹂ではなく﹁歩
働条件等が大きく変化している労働者 合給﹂などと記載されていた場合︑労
や︑過去に労働条件の不利益変更をし 働者がこの手当は残業代見合いではな
たことがあり︑本来であれば同意が必 いと誤認する可能性があります︒
会社全体の規程︵就業規則︶から︑
要であったにも関わらず書面上での同
意は取っていない労働者︑そもそも入 個々の契約書︵雇用契約書︶
︑そして

働契約の内容である労働条件を変更す 社時に雇用契約書自体取り交わしをし
ることができる﹂と規定されています︒ ていなかった労働者については︑雇用
ここでいう労働条件の変更とは︑各種 契約書を改めて取り交わしましょう︒

③ 給与明細への記載
第三段階が給与明細への記載です︒
例えば︑就業規則︵給与規程︶
︑雇用

を取り交わし︑署名捺印をもらい︑あ
わせて就業規則の改訂にも同意しても
らうことです︒

手当が残業代見合いとして支給される
この就業規則改訂というタイミング
ことであり︑つまりは労働者がそのこ で︑もう一度労働条件を再確認する意
とを正確に理解した上で合意︵同意︶ 味も含めて︑労働者全員と雇用契約書
を得ることにより︑初めて変更が有効
であるということです︒
その同意を確認するための方法とし
て︑私共が提案しているのが︑定額残
業制に関する事項が記載された雇用契
約書を今一度社員全員から取り付ける
という方法です︒
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いた時間﹂に対して賃金を支払うとい
う観点であるため︑効率よく業務をこ
なし定時には帰宅する優秀な社員ほど
残業手当としての賃金が少なくなり︑
逆に非効率にダラダラと残業する社員
ほど残業手当がたくさんもらえるとい
う不公平感が発生する構造となってい
ます︒
その﹁不公平感﹂を是正すべく︑残
業代としていくら払うのかをあらかじ
め金額設定し︑その前払い残業手当に

さかえ

守られています︒その中で合法的に会
社側の権利を守る唯一の方法が︑就業
規則の整備だといっても過言ではあり
ません︒
また就業規則は︑何か問題が起きて
から整備するのではなく︑事前に整備
しておくことにより︑経営者はもとよ
り労働者も安心して業務に励むことが
できるものだと私は確信しています︒

●ばば

保険サービスシステムは﹁労務リスクをな
くし︑中小企業を守る﹂を使命とし︑その
経営者側に立つスタンスがご好評いただい
ています︒毎月約 社のペースで新規契約
をいただいており︑現在までの累計︵
年 月 時 点 ︶ で 約 ５ ０ ０社 の 就 業 規 則 作 成
に 携 わ ら せ て い た だ き ま し た︒ 近[ 況 毎] 年
１ ０ ０回 超 の 就 業 規 則 セ ミ ナ ー を 開 催 し て
おり︑毎回多くの経営者の方にご出席いた
だ い て い ま す︒ ご 興 味 の あ る 方 は http://
をご覧くだ
www.hokenss.co.jp/SEMS/
さい︒

H
24

特定の労働者にのみ支払いをし︑その
後すぐに残業代対策として定額残業制
を導入しようとすると︑かえってトラ
ブルの引き金となりかねません︒とい
うのも︑前述したように未払い賃金請
求に応じたという事実は︑経営者の方
が思っている以上に簡単に労働者全体
に知れ渡るものだからです︒
そのため︑最近労働トラブルがあっ
た場合は︑その問題が終息し︑ほとぼ
りが冷めた後︑半年程度経過してから

◇

慣がつく効果も見込めます︒

対策を講じるのが︑賢いやり方です︒ あたる部分は社員の能力等に応じて金
逆に言うと︑現状トラブルがない良好 額を決定していくのが﹁定額残業制﹂
な労使関係を保っている会社であれば︑ です︒言い換えれば一種の人事考課制
定額残業制は比較的導入しやすいとも 度も兼ねたものだとも言えます︒その
言えます︒
ため︑今まで以上に従業員全員がいか
なお︑定額残業制は︑一見すると労 に効率的に仕事をこなすかを考える習
働者にとって不利でしかないように思
えますが︑見方を変えると﹁社員の能

◇

労働者は労働基準法によって強固に

20
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力に応じて賃金を支払うための制度﹂
とも言えます︒
現在の労働基準法は︑あくまで﹁働

10

