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ネットジャーナル「Ｗｅｅｋｌｙエコノミスト・レター」 
 

金融政策･市場の動き（10 月） 
～金融危機、流動性対策では限界 
 

 

 

 

 

リーマン破綻以降、各国中央銀行は資金

供給を大規模に行っているが、ドル枯渇

の状況はひどく短期金利の高止まりが

続いている。今後流動性対策が強化され

ても、金融危機を回避することはできな

い。危機を乗り切るためには、最終的に

は住宅価格の下落が止まることが必要

だが、その前段階として、今回の不良資

産買取のスキームなどを利用し膿を金

融部門から取り除き、そのことで発生す

る損失を補填する資本増強が最低限必

要だ。日本と似たような歴史を歩まざる

をえない。 
 
10 月 10 日からワシントンでＧ７が開

催される。米大統領選挙が 11 月にある 

など政治情勢を踏まえれば即効性のあ

る具体策提示までは難しい。ただし、各

国の協調姿勢はかなり「強め」に言及さ

れるだろう。 

 

（長期金利）サブプライム問題が欧州に

飛び火し、国際金融市場の混乱は長期化

するとの見方が強まっており長期金利

の低位安定は長期化。 

 

（為替）米国の金融危機は長期化、さら

に景気後退懸念、利下げ観測も強まって

おりドル安圧力が強い。ただし、ドル資

金枯渇に伴うドル需要も存在している

ことから、当面緩やかな円高にとどまる

と予想する。 

 

 

市場でドルの枯渇が続く、短期金利は高止まりしたまま 
 

米 Libor３ヶ月の推移 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

「Ｗｅｅｋｌｙエコノミスト・レター」の全文は、当事務所のホームページの「ネットジャーナル」よりご確認ください。 

●ニッセイ基礎研究所「Ｗｅｅｋｌｙエコノミスト・レター」２００８年１０月３日号 
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ネットジャーナル「経済・金融フラッシュ」 
 

10 月ＥＣＢ政策理事会 
：インフレ警戒後退、利下げに布石 
 

 

 

 
 

景気判断とインフレ・リスクの双方を
下方修正 
欧州中央銀行（ＥＣＢ）は２日に政策理

事会を開催、4.25％で政策金利の据え

置きを決めた。 

前回理事会以降、米国の金融混乱が波及

し、ユーロ圏でもＥＣＢの大量の資金供

給にも関わらず、市場における資金調達

難、株価の下落から、フォルティス、デ

クシアなどの大手を含む複数の金融機

関に対する公的支援が必要となった。 

今回の最大の注目点は、金融混乱の広が

りを受けたスタンスの変化にあった。ト

リシェ総裁の声明文並びに質疑応答の

トーンには以下のような修正が行われ

た。 
 
（１）声明文冒頭で、今回の理事会では、

「最近の金融混乱の深まりとその経済

活動やインフレ率への影響について集

中的に議論し、非常に不確実性が高くな

っているとの結論に達した」ことを明ら

かにした。 

（２）景気の判断は「ユーロ圏の経済活

動は弱含んでおり、内需は萎縮し、金融

はタイト化している」として「景気は減

速局面にある」という前回よりも強い表

現を用いた。従来、ユーロ圏の経済を支

える要素としてきた「雇用と失業率の歴

史的な水準」や「新興国の成長」などは

声明文から削除された。 

 

（３）景気の先行きは、「金融混乱で見

通しにくくなっている」とした上で、「下

振れリスクは高まっている」とした。リ

スク要因として、前回は「エネルギー・

食品価格高騰の再燃」に重きが置かれて

いたが、今回は「金融混乱の実体経済へ

の下押し効果が現在の想定よりも大き

くなる」リスクが強調された。 

（４）物価は、９月のＣＰＩ（速報値）

が前年同月比 3.6％で８月（同 3.8％）

に続いて鈍化したが、「過去のエネルギ

ー・食品価格高騰の直接的・間接的影響

から、なお懸念すべき水準にある」、「こ

の数四半期賃金が上昇する一方、労働生

産性の伸びは鈍化しているため、過去数

年間１～1.5％で推移していた単位労働

コストは今年４～６月期には 3.4％ま

で急加速した」として賃金インフレのリ

スクへの警戒も緩めていないことを示

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「経済・金融フラッシュ」の全文は、当事務所のホームページの「ネットジャーナル」よりご確認ください。 
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図表１ ユーロ圏のマネーサプライと貸出
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企業経営 TOPICS 統計調査資料 
 

第 113 回中小企業景況調査 
（2008 年７－９月期） 
 
 

 

 

 

中小企業の業況は、悪化している。 

●全産業の業況判断ＤＩは、マイナス幅が拡大した。（▲32.5→▲35.9） 

●産業別にみても、製造業、非製造業ともにマイナス幅が拡大した。 

 

＜トピックス＞ 

原材料・商品仕入単価ＤＩ（「上昇」－「低下」前年同期比）は６期連続して上昇幅が拡大し

た。売上単価・客単価ＤＩ（「上昇」－「低下」前年同期比）は２期ぶりにマイナス幅が拡大

した。原材料・商品仕入単価ＤＩと売上単価・客単価ＤＩの差は、調査開始以来の最大幅を６

期連続して更新した。 

 

[調査要領] 

（１）調査時点 平成２０年９月１日時点 

（２）調査方法 全国の商工会、商工会議所の経営指導員、及び中小企業団体中央会の情報連

絡員による聴き取り 

（３）調査対象 中小企業基本法に定義する、全国の中小企業 

 

 

 

 

 

 

    注： （ ）内は構成比（％） 

（４）その他 毎年４－６月期に、過去に遡って季節調整値の再計算を行っている。日本標準産

業分類第１２回改定（２００８年４月適用）に伴い、第１１２回(２００８年４

－６期)の調査より業種区分を改定している。また、過去のデータについても新

業種区分により再集計を行い、遡及改定を行っている。 

● 中小企業庁 ２００８年９月２９日公表 

調査結果のポイント
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（１）全産業 

 ２００８年７－９月期の全産業の業況判断ＤＩは、▲35.9（前期差▲3.4 ポイント）となり、

１０期連続してマイナス幅が拡大した。 

 

（２）製造業 

 製造業の業況判断ＤＩは、▲33.2（前期差▲6.3 ポイント）となり、７期連続してマイナス

幅が拡大した。 

 製造業の１４業種のうち、窯業・土石製品、化学、木材･木製品の３業種でわずかながらマイ

ナス幅が縮小したものの、家具･装備品、鉄鋼・非鉄金属、機械器具など１１業種でマイナス幅

が拡大した。 

 

（３）非製造業 

 非製造業の業況判断ＤＩは、▲36.8（前期差▲2.3 ポイント）となり、８期連続してマイナ

ス幅が拡大した。 

 産業別にみると、卸売業で▲32.9（前期差▲3.0 ポイント）、建設業で▲36.4（前期差▲2.6

ポイント）、小売業で▲42.2（前期差▲2.4 ポイント）、サービス業で▲32.7（前期差▲1.3 ポ

イント）とマイナス幅が拡大した。 

 サービス業の内訳では、対事業所サービス業、対個人サービス業、飲食・宿泊業、情報通信・

広告業のすべての業種でマイナス幅が拡大した。 

 

（注）「対個人サービス業」は、洗濯・理容・美容・浴場業、自動車整備業、物品賃貸業等の１０業種。「対事

業所サービス業」は、道路貨物運送業、倉庫業、廃棄物処理業等の１０業種。 

 

中小企業の業況判断ＤＩの推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．業況判断ＤＩ
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 全産業の売上額ＤＩは、▲27.5（前期差▲2.9 ポイント）とマイナス幅が拡大した。産業別

にみると、製造業で▲25.1（前期差▲6.6 ポイント）、非製造業で▲28.7（前期差▲1.8 ポイ

ント）とマイナス幅が拡大した。 

 

中小企業の売上額ＤＩの推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 産業の経常利益ＤＩ（「好転」－「悪化」前年同期比）は、▲49.4（前期差▲4.2 ポイント） 

とマイナス幅が拡大した。産業別にみると、製造業で▲47.4（前期差▲6.7 ポイント）、非製 

造業で▲50.1（前期差▲3.2 ポイント）とマイナス幅が拡大した。 

 

中小企業の経常利益ＤＩの推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「第 113 回中小企業景況調査（2008 年７－９月期）」の全文は、 

当事務所のホームページの「企業経営 TOPICS」よりご確認ください。 

２．売上額ＤＩ

３．経常利益ＤＩ
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企業経営情報レポート 
 

法令を遵守し会社を守るための 

「名ばかり管理職」リスクの回避策 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

「名ばかり管理職」が社会問題化している背景 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

「名ばかり管理職」に対する行政指導の実例 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

「名ばかり管理職」問題への緊急対応策 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

管理職の過重労働に対する根本的対応策 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＜参考文献＞ 

■「就業規則の作り方・見直し方」 東京管理職ユニオン 監修 ポプラ社 2005 年 

■「監督官がやってくる！小さな会社の労基署調査対策」福田秀樹 著 日労研 2008 年 

■「サービス残業・労使トラブルを解消する就業規則の見直し方」北見昌朗 著 東洋経済新報社 2008 年 

■「ビジネスガイド 2008 年６月号」 鈴木潔 編 日本法令 

■「ビジネスガイド 2008 年８月号」 鈴木潔 編 日本法令 

■「日経ビジネス 2008 年７月７日号」 日経ＢＰ社 

ジャンル： 人事・労務 

ポ イ ン ト

2 

1 

3 

4 



 

 7

 

 

 

 

 

 最近、「名ばかり管理職」あるいは「偽装管理職」などと称される報道が見られるようになり

ました。それらの報道では、管理職としての実質的な権限がないにもかかわらず、「管理職」と

して扱われ、割増賃金などの支給もないままに長時間の労働が強いられているという問題提起が

されています。 

 そして、平成 20 年１月 28 日に東京地裁において、ハンバーガーチェーン大手のマクドナル

ドの店長が労働基準法（以下、「労基法」という）41 条２号の「管理若しくは管理の地位にあ

る者」（以下、「管理監督者」という）には該当しないとして、未払いの割増賃金請求等を認める

判決が言い渡されました。 

 

 現在、この判決は多くの波紋を呼んでいます。 

 全国展開するサービス業では、各地の拠点に営業店を設置し、多くの場合、その店長を管理監

督者と位置づけてきたからです。コンビニエンスストア大手のセブンイレブンにおいては、直営

店の店長に時間外手当を支払う方針を固めるなど、各企業において店長、あるいは管理職の労働

条件を見直そうとする動きも見られるところです。 

 また、平成 20 年４月１日には、厚生労働省労働基準局監督課長名で都道府県労働局長宛てに

「管理監督者の範囲の適正化について」というタイトルの付された行政通達（基監発第

0401001 号、平成 20 年４月１日）が出されました。今後、労働基準監督署においては、管

理監督者の範囲等について、サービス業だけではなく、すべての業種に対する積極的な監督・是

正指導が行われていくことが予想されます。 

 

 

 

（１）「管理職」イコール「管理監督者」ではない 

 企業での管理職と、労働基準法でいう管理監督者とは異なります。課長職以上を管理職として

扱っている企業が多いと思いますが、労働基準法の管理監督者は役職名や肩書きで判断できませ

ん。労働基準法上では「監督もしくは管理の地位にあるもの」「部長、工場長など労働条件の決

定、その他労務管理について経営者と一体的な立場にあるもの」とされています。 

 つまり、管理監督者について各企業で勝手に「課長職以上は管理監督者だから、残業代は支払

わない」というように決めてよいわけではありません。あくまでも客観的に決まるものです。客

観的に「労働時間、休憩、休日を適用除外にしても、労働者保護の観点から問題がない」と言え

る範囲に限定されます。 

1 「名ばかり管理職」が社会問題化している背景 

日本マクドナルド事件の波紋  

「管理職」と「管理監督者」の違い  
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（１）裁判例の基準 

 管理監督者性の判断をする多くの裁判例は、日本マクドナルド事件の判決に限らず厳格です。

特に、職務権限がある程度認められても、相当程度の広い権限と裁量性がないと、待遇がある程

度のレベルでも管理監督者性を容易に認めません。 

 裁判で否決されると、役職手当を支給していたときは、その解釈が争点となります。つまり、

当該役職手当は、割増賃金の算定基礎に入るのか、そして計算された割増賃金から既払いの定額

残業代として控除できるのかということです。 

 また、付加金の支払いを命じる裁判例もあります。金額については、いろいろありますが割増

金額と同額まで命じた裁判例もあります。 

 

（２）裁判による対応例 

 管理監督者性としての実態がないのに管理監督者と位置付けていたときは、以下のような対応

を命じられます。 

①労働時間、休憩、休日の労基法の規制が及ぶことになり、法定労働時間（１日８時

間、１週 40 時間）を超えれば、割増賃金を支払わなければなりません。 

②役職手当を支払っていても、その手当の取扱いが問題となり、役職手当を割増賃金

の算定基礎に算入しなければならず、かつ、計算された割増賃金からその役職手当

分を控除することができない可能性があります。 

③付加金の支払う可能性があります。 

 

 賃金債権の時効は２年ですから、２年分の未払い賃金を支払わなければならなくなり、莫大な

負担となります。 

 

（３）労働基準監督署による監督・是正指導 

 労働基準監督署により、管理監督者性について違法と判断した場合は、是正勧告を出し、労働

時間管理と時間外・休日出勤に対する割増賃金の支払いを勧告します。 

 しかし、この判断は実態に沿った総合判断である性質上、労働基準監督署が違法と断定して勧

告するケースは少ないと予想されます。違法とまでは言えないが、改善すべしと判断し指導票を

出し、再検討を指導するケースがほとんどです。 

2 「名ばかり管理職」に対する行政指導の実例 

行政指導の現状  
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 会社が管理職に対して、すぐにできる対応例として、４つあります。 

 

①時間管理の区分 ②賃金の見直し ③管理職の権限の見直し ④残業代定額払い 

 

 以下に詳しく紹介します 

 

（１）管理職と非管理職との時間管理を明確に区分する 

 自己の勤務時間に関する自由裁量の有無が「管理監督者」の該当性を判断する基準の１つとさ

れています。そこで、管理職と非管理職との間で時間管理を明確に区分するという方法がありま

す。具体的には、以下の３点になります。 

 

 管理職 非管理職 

欠勤・遅刻・早退に 

ついて 
報告・届出事項とする 承認事項 

賃金と労働時間 完全月給制 ノーワーク・ノーペイ 

賞与と労働時間 連動しない 

連動する 

（例：欠勤・遅刻・早退などが査定

基準となる） 

 

（２）下位の職位にある者との賃金の比較 

 「役付者以外の一般労働者に比し、優遇措置が講じられているか否か」として、下位の職位の

者との賃金比較も判断の基準の１つとされています。 

 特に、割増賃金を含めた月例給与において、管理職とその下位者との間で金額の逆転が生じて

いる場合、必ず対策を講じなければなりません。具体的には以下の２点があります。 

 

①役付者にふさわしい役職手当、基本給を支給する 

②賞与額の支給率を見直す 

 

3 「名ばかり管理職」問題への緊急対応策 

すぐにできる実務対応  
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（３）管理職の権限の見直し 

 現実に部下もいないなど管理職としての実態に欠ける従業員までも管理職として扱うことは

妥当ではなく、「管理監督者」に該当する管理職の権限の見直しも行うべきです。「監督権限・管

理権限を有しているか否か」ということが判断の基準になります。 

 ここでいう監督権限とは、部下に対して、指揮命令の権限と業務命令権（例としては、時間外・

休日労働命令など）を合わせたものです。また、管理権限とは、採用、解雇、昇給等の人事権を

指します。 

 このような監督権限、管理権限を有しない管理職については、管理監督者として扱うことを再

検討すべきです。 

 

（４）残業代定額払いでの対応 

 管理監督者としての位置付けに自信を持てなければ、残業代定額払いでの対応を検討してくだ

さい。一般的に、管理監督者へは、見込まれる残業時間に対する残業代を含めて、役職手当や基

本給に上乗せする形として、非管理職よりも高い給与を支給しているという面があると思います。

しかし、その上乗せしている部分が明確ではない以上、法的には所定労働時間の賃金と見なされ

ます。 

 そこで、これまでの賃金を所定労働時間分と時間外労働分に分け、残業代を支払っていること

を明確に従業員に示すことでトラブル防止対策にもなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、管理監督者として位置付けている以上、実際の時間外労働の時間が、定額払いとして支

払済みの時間数を超えても、精算の必要はありません。ただし、管理監督者性が否定された場合

は、実際の時間外労働の時間に応じた精算が必要となります。 

 ただし、所定労働時間分の賃金は下がることになりますので、労働条件の不利益変更の問題と

なりかねないので、従業員への説明を慎重に行わなければなりません。 

 

 

レポート全文は、当事務所のホームページの 「企業経営情報レポート」よりご覧ください。 

所定労働時間分の賃金 

（基本給、役職手当等） 

時間外労働分の賃金 

（定額の時間外手当） 

管理職の賃金 
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企業経営 Ｑ＆Ａ  
 

 

パートやアルバイトの健康診断 
正社員よりも勤務時間および勤務日数が少ないパートタイマーやアルバイ
トにも、正社員と同じように健康診断を受けさせる必要があるのでしょう
か？ 

 

 
 

 パートタイマーやアルバイトでも、要件に該当する場合には、健康診断を実施しなければ

なりません。 

 労働安全衛生法施行規則では、事業主に対し、常時使用する労働者を雇い入れる場合には、

雇入れの際及びその後１年以内ごとに１回（特定の有害業務に従事する労働者については６ヵ月以内ご

とに１回）、定期健康診断を実施することを義務づけています。この規定は、次の要件に該当する場合に

は、パートタイマー等の非正規従業員にも適用されます。 

 

（１）期間の定めのない契約によって雇用されるパートタイマー等はもちろん、期間の定めのある労働

契約による場合でも、契約を更新した結果 1 年（特定の有害業務に従事する労働者については６

ヵ月）以上引き続き雇用している者。 

（２）１週間の所定労働時間が同一の事業所の同種の業務に従事する通常の労働者の４分の３以上の者。 

 

 なお、パートタイム労働法の「指針」では、（２）の要件に達しない場合でも、（１）の要件に該当す

る場合で、１週間の所定労働時間が通常の労働者のおおむね２分の１以上のパートタイマーには、健康

診断を実施することが望ましいものとしています。 

 

 以上のように、「指針」では、雇用期間と労働時間の長さを基準に健康診断実施の義務、努力義務の範

囲を示していますが、パートタイマー等の適正な雇用管理のためには、１年以上にわたって雇用するパ

ートタイマー等に対しては、労働時間の長さにかかわらず、一般社員と同様に健康診断を実施するよう

努めるべきでしょう。 

ジャンル： 労務管理 ＞ サブジャンル： 福利厚生 

1
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企業経営 Ｑ＆Ａ  
 

 

カフェテリアプランとは 
福利厚生制度で、カフェテリアプランと呼ばれる仕組みが注目されていると聞き
ました。この制度について教えてください。 

 

 
 カフェテリアプランとは、対象従業員に一定期間（１年間や半年など）に利用することの

できる福利厚生費の枠をポイント化して与え、そのポイントの範囲内で各自の生活スタイル

や価値観に合った福利厚生メニューを選択してもらう仕組みのことをいいます。 

 
１．カフェテリアプランのメリット 

 ①従業員それぞれのライフスタイルに合ったメニューを用意することができます。 

 ②福利厚生サービスの性別間や世代間の受益格差を解消することができます。 

 ③満足度の高いサービスを提供することにより、会社の福利厚生制度の充実度がアピールできます。 

 ④従業員が自らライフプランを設計する自助努力をバックアップすることができます。 

 

２．カフェテリアプランの運用例 

 カフェテリアプランの導入にあたっては、自社で選択メニューを用意したり、外部企業に選択メニュ

ーを委託するなどの方法があります。従業員は、年間で利用できる一定のポイントが与えられ、そのポ

イント内で自分にあったメニューを選択し利用します。 

 例えば、カフェテリアプランの対象とする法定外福利費が従業員１人当たり年間 10 万円だとすると、

単価 500 円のポイントを期初に 200 ポイント付与し、その範囲内で所定のメニューの中から、カフェ

テリア食堂でトレーに好きな料理の皿を乗せるように、従業員に自由に選択してもらいます。保養施設

の利用料補助が１泊 6000 円なら 12 点、人間ドック費用補助が１回 10000 円なら 20 点、コンサ

ート観賞半額補助ならその金額に相当するポイントを使うという形で、与えられたポイントの範囲内で

好きなメニューを選んでいきます。 

 

３．カフェテリアプランの運用に伴う税務上の留意点 

 カフェテリアプランは、自由選択性による福利厚生サービスの提供となるため、サービス提供の内容

により給与課税されるものとされないものが混在することになります。例えば、家族旅行の費用負担や

レストランの食事券の支給は、給与として課税されますし、人間ドックの費用負担などは、非課税とさ

れ給与課税されません。課税か非課税かは、個々のサービス内容に照らして判断することになります。 

 

４．フリンジ・ベネフィット課税 

 会社が、役員や従業員に対して食事を支給したりや値引き販売などを行ったりする場合があります。

このような給与以外の経済的利益をフリンジ・ベネフィット（付加的給付）といいます。例えば、食事

の支給、永年勤続者の記念品等、商品の値引き販売、住宅の低廉貸与、金銭の低利貸付、レクレーショ

ン費用の負担、健康診断や厚生施設の利用など様々なものがあります。このフリンジ・ベネフィットに

ついても、課税されるものと課税されないものがあります。カフェテリアプランによる福利厚生サービ

スの提供と同様、課税されるか否かは、個々の内容に照らして判断する必要があります。このフリンジ・

ベネフィットについては、課税の公平の観点から、所得税の非課税枠を制限していくべきだとする意見

もあります。 

ジャンル： 労務管理 ＞ サブジャンル： 福利厚生 
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