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ネットジャーナル「Ｗｅｅｋｌｙエコノミスト・レター」 
 

欧州の金融危機 
～続く拡大阻止への取り組み 
 

 

 

 

リーマン・ブラザーズの破綻後に欧州の

金融市場の混乱は深刻化した。個別の金

融機関の救済や預金保護の上限の引上

げ、協調利下げでも危機の広がりに歯止

めが掛からず、各中央銀行は流動性の供

給体制を一段と強化し、主要国政府は銀

行債務への政府保証と公的な資本注入

を柱とする金融安定化策による対応を

迫られることになった。 
 
主要国の安定化策の公表で、一旦は反発

した株価も再度下落、銀行間市場のスプ

レッドの縮小も僅かに留まっており、市

場の緊張状態は続いている。背景には、 

金融安定化策が即効性に欠けること、実

体経済が急速な悪化の兆候を示してい

ること、危機の地域的な拡大による連鎖

への不安がある。 

 

主要国が一連の枠組みを効果的に活用

し、自国の金融システムの安定化を図る

ことは重要だが、地域横断的な取り組み

を欠けば、危機の拡大を阻止できない。

16 日のＥＵ首脳会議で方向性が示され

た統合の深化と拡大に見合ったアプロ

ーチで危機を克服することを期待した

い。  

 

 

 

金融安定化策にも関わらず銀行間市場の緊張は続く 

～ＥＣＢ、ＢＯＥの政策金利とインターバンク金利～ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「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１７日号 

要  旨

（資料）ＥＣＢ、ＢＯＥ 
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ネットジャーナル「経済・金融フラッシュ」 
 

日銀資金供給策（10/14）、副総裁人事案 
即戦力を最優先 
 

 

 

 
 

資金供給策： Ｇ７の行動計画に基
づく具体策の第一弾 
白川総裁は 14 日夜、臨時決定会合後に

記者会見し、当日発表した対応策（金融

市場の安定確保のための金融調節面で

の対応策）は「国際金融市場の緊張の高

まりが日本の短期市場にも影響を及ぼ

し、金利のばらつきやレポ市場での流動

性低下を招いている」ことに加えて「CP

金利の上昇圧力がかかるなど一部で資

金調達環境に厳しさが見られる」ことに

対応するものだと述べた。 

今回の措置はＧ７の行動計画に基づく

具体策の第一弾との位置づけで、措置の

ポイントは３点となっている。 

①国債レポ市場の流動性改善（変動利付

債や物価連動債、３０年債も国債現先

オペの対象とする） 

②企業金融円滑化（ＡＢＣＰも買い入れ

対象とするなど） 

③全額供給オペの導入 

上記３つの中で特に注目されるのが、全

額供給オペ。これまでは入札方式で高い

金利順にドルを供給していたが、今後は

金利を固定し、差し出した担保の範囲内

で希望額を全額供給するというもの。ド

ルの枯渇に一定程度の効果がでてくる

だろう。 

また上記供給策と同時に、株式市場の情

勢を見極める観点から、保有株の売却措

置も当面停止することも決定された。 

 
副総裁人事、山口氏内部昇格案： 
即戦力を最優先 
政府は 15 日、空席となっている日銀副

総裁に山口広秀理事（57）を昇格させ

る人事案を国会に提示した。民主党も同

意する方針と伝えられている。 

今回人選に当たっては、①民主党に反対

されない、②混乱が続く国際金融情勢か

ら、即戦力かつ市場に対してサプライズ

がなく「継続」という安心感を与えられ

る、などが考慮されたはず。 

現時点では市場は山口理事の意見など

をあまり知らないのではないか。ただ白

川総裁と同様のキャリアを歩んでおり、

意見はそれほど白川総裁とは違わない

はずという安心は醸成されやすいだろ

う。 

決定となれば、いままで副総裁が空席と

なっていた障害が緩和されることにな

る。さらに決定会合が７人から８人に増

えるメリットもありそうだ。ただ内部昇

格であり白川総裁とあまり意見が違わ

ないとすれば、これから緩和政策が検討

されることになった時、今以上に緩和に

積極的な意見はでてきそうにない。その

点現在の金融政策決定会合のメンバー

内に強烈なハト派はいない状況は変わ

らない。 

 

 

 

 

 

「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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●ニッセイ基礎研究所「経済・金融フラッシュ」２００８年１０月１５日号

要  旨
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企業経営 TOPICS 業界ニュース 
 

平成 19 事務年度における所得税及び

消費税調査等の状況について 
 
 

所得税及び個人事業者の消費税について、平成 19 事務年度（平成 19 年 7 月から平成 20 年

6 月までの間）に実施した調査等の状況をまとめましたので報告します。 

 

 

 

 

 

 所得税の調査等については、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査（特

別調査・一般調査）を優先して実施する一方、申告漏れ所得等の把握を短期間で行う調査（着眼

調査）を実施しているほか、計算誤りや所得（税額）控除の適用誤りがあるものを是正する等の

接触（以下「簡易な接触」という。）を実施し、適正・公平な課税に努めています。 

 調査等の件数は、特別調査・一般調査は 6 万件（前事務年度 6 万 3 千件）、着眼調査は 17

万 5 千件（前事務年度 18 万 3 千件）、簡易な接触は 59 万 1 千件（前事務年度 54 万 9 千件）

となっています。 

 また、これらの調査等の合計件数は、82 万 7 千件（前事務年度 79 万 5 千件）であり、そ

のうち申告漏れ等の非違があった件数は、59 万 2 千件（前事務年度 57 万 5 千件）となって

います。 

 

 

 

 申告漏れ所得金額（調査等の対象となったすべての年分の合計）は、全体で 9,635 億円（前

事務年度 9,166 億円）あり、このうち特別調査・一般調査によるものは 5,828 億円(前事務年

度 5,337 億円)、着眼調査によるものは 3,371 億円（前事務年度 3,281 億円）、簡易な接触に

よるものは 436 億円（前事務年度 548 億円）となっています。 

 

 

 

 追徴税額（調査等の対象となったすべての年分の合計で加算税を含む）は、全体で 1,322 億

円（前事務年度 1,243 億円）あり、このうち特別調査・一般調査によるものは 1,121 億円(前

事務年度 995 億円)、着眼調査によるものは 159 億円（前事務年度 153 億円）、簡易な接触

によるものは 42 億円（前事務年度 95 億円）となっています。 

● 国税庁 ２００８年１０月１５日公表 

１ 所得税

調査等件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況 1 

申告漏れ所得金額の状況 2 

追徴税額の状況 3 
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 所得税（譲渡所得調査等分）については、あらゆる機会を利用して収集した各種資料情報を活

用し、申告のないもの又は申告額が過少であると認められるものを対象に、高額あるいは悪質と

見込まれるものを優先して調査等を実施しています。 

 調査等の件数は、7 万 9 千件（前事務年度 8 万 1 千件）であり、そのうち申告漏れ等の非違

があった件数は、5 万 2 千件（前事務年度 5 万件）となっています。 

 

 

 

 申告漏れ所得金額（調査等の対象となったすべての年分の合計）は、3,339 億円（前事務年

度 3,342 億円）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 消費税（個人事業者）の調査等については、課税事業者又は課税事業者と認められる者を対象

に、原則として所得税の調査等と同時に実施することとしています。 

 調査等の件数は、特別調査・一般調査は 3 万 6 千件（前事務年度 3 万 8 千件）、着眼調査は

3 万 9 千件（前事務年度 4 万 3 千件）、簡易な接触は 1 万 6 千件（前事務年度 1 万 5 千件）

となっています。 

 また、これらの調査等の合計件数は 9 万 1 千件（前事務年度 9 万 6 千件）であり、そのうち

申告漏れ等の非違があった件数は 6 万 6 千件（前事務年度 6 万 9 千件）となっています。 

 

 

 

 追徴税額（調査等の対象となったすべての年分の合計で加算税を含む）は、全体で 259 億円

（前事務年度 256 億円）あり、このうち特別調査・一般調査によるものは 186 億円(前事務年

度 177 億円)、着眼調査によるものは 68 億円（前事務年度 74 億円）、簡易な接触によるもの

は 5 億円（前事務年度 5 億円）となっています。 

 

 

 

 

 

２ 所得税（譲渡所得調査等分）

調査等件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況 1 

申告漏れ所得金額の状況 2 

３ 消費税（個人事業者）

調査等件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況 1 

追徴税額の状況 2 
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（注） 

1 平成 19 年 7 月から平成 20 年 6 月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となったすべての年分の合計の計数である。  

2 上段は、前事務年度の計数である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(注) 

1 平成 19 年 7 月から平成 20 年 6 月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となったすべての年分の合計の計数である。  

2 消費税の追徴税額には、地方消費税（譲渡割額）を含む。  

3 上段は、前事務年度の計数である。 

 
「平成 19 事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について」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。 

 平成 19 事務年度 所得税及び消費税調査等の状況

所得税 1 

消費税（個人事業者） 2 
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企業経営情報レポート 
 

知らなかったでは済まされない！ 

時間外労働に関する基礎知識 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

時間外労働対策は企業経営の最重要課題 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

労働日数に柔軟性を持たせる変形労働時間制の活用法 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

「みなし」・「裁量」労働時間制適用は要注意 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

「名ばかり管理者」問題への対応法 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜参考文献＞ 

■「これだけは知っておきたい労働法９ しない・させないサービス残業」労働基準オンブズマン 著 （旬報社 2002 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 

■「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 

■「ビジネスガイド 2008 年６月号」「ビジネスガイド 2008 年８月号」 鈴木潔 編 日本法令

ジャンル： 人事・労務 

ポ イ ン ト
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 労働時間の弾力化が進行するなか、いつからいつまでが労働時間なのかがわかりにくくなり、

それがサービス残業の原因になっています。 

 この情報レポートでは、労基法の定める労働時間の原則と例外についての基礎知識を踏まえて、

どのような場合がサービス残業になるかを明らかにし、それをなくすためにはどうしたらよいか

について述べます。 

 

 

（１）労働基準法は最低基準 

 労働基準法（労基法）は、経営者や働く人の意思に関係なくすべての職場に適用される法律で

す。 

 労基法は、労働条件について定めていますが、それはあくまでも「人たるに値する生活を営む

ための」（１条１項）「最低の」基準（１条２項）を定めたものにすぎません｡労基法が定める労

働条件を下回る内容の契約をしても無効です（13 条）。 

 

（２）１日８時間、１週間 40 時間の原則 

 労基法 32 条は、「①使用者は、労働者に休憩時間を除き１週間について 40 時間を超えて、

労働させてはならない。②使用者は、１週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き１日

について８時間を超えて労働をさせてはならない｡」と定めています。 

 １週間 40 時間・１日８時間労働制の原則を明確に、この場合の１週間とは、就業規則などに

別に定めていないかぎり、日曜日から土曜日までの暦週をいい、１日とは、午前 0 時から午後

12 時までの暦日をいいます。労基法は、同居の親族のみを使用する事業所を除き、事業の種類

を問わずすべての事業所に強制的に適用されます。 

 したがって、法律に定められた例外に当てはまらないかぎり、使用者は、１日８時間以上、１

週間 40 時間以上働かせてはいけないということです（ただし、特例措置対象事業場を除く）。 

 

（３）労働時間とは 

 労働時間とは、労働者が使用者の指揮監督の下にある時間で、拘束時間から休憩時間を除いた

ものをいいます。最も単純な形では、出勤時間から退勤時間までの時間（拘束時間）から昼休み

などの休憩時間を引いた時間を労働時間ということになります。 

 休憩時間は、使用者の指揮監督の下から離れることです。現実に仕事をしているわけではない

がいつでも就労できるように待機しているいわゆる「手待時間」も当然、労働時間に含まれます。 

 また、作業の準備や後始末、作業着・制服などの更衣時間なども労働時間に含まれます｡ 

1 時間外労働対策は企業経営の最重要課題 

１｜ まずは労働基準法を正しく理解することから  
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【 労働時間 ＝ 束縛時間 － 休憩時間 】 

使用者の指揮監督下にある時間 

実際に頭脳、肉体を働かせている時間 

手待ち時間 

所定時間外の義務的な教育、研修への参加時間 

労働時間と 

認められる 

労働に不可欠な準備、整理時間 

使用者の監督下から離れ、自由に使える時間（休憩時間など）

所定時間外に自由意思で教育、研修に参加した時間 

その他の準備、整理のための時間 

労働時間と 

認められない 

通勤時間  

 

 

 

（１）「36 協定」とは 

 労基法 36 条は、労使協定による１日８時間・１週間 40 時間労働制原則の例外を認めていま

す。この労使協定のことを、労基法 36 条に規定されていることから「36 協定」と呼んでいま

す。「36 協定」は、使用者と労働者との間で締結される協定ですが、労働者個々人との間で締

結される契約とは異なります。 

 事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、そのような労働組

合がない場合には労働者の過半数を代表する者（労働者代表）が締結当事者となります。 

 「36 協定」によって時間外労働が認められていれば、１日８時間・１週間 40 時間労働制を

超えて働かせる事ができるようになります。 

 

（２）使用者の周知義務 

 使用者は、労基法および同法による命令の要旨、就業規則、「36 協定」などの労使協定を従

業員に周知しなければなりません（労基法 106 条）。 

 就業規則や労使協定は、次の３つのいずれかの方法で周知しなければなりません。 

 

①常時各作業所の見やすい場所に掲示し、または備え付ける方法 

②労働者に書面を交付する方法 

③磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずるものに記録し、かつ各作業所に労働者

がその記録の内容を常時確認できる機器を設置する方法 

 

２｜ 「３６協定」の締結がなければ時間外労働は一切認められない  
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 変形労働時間制とは、所定の要件を満たせば、一定期間の総所定労働時間を平均した時間が、

法定の週 40 時間を超えないかぎり、特定の週に 40 時間または特定の日に８時間を超える労働

を認める制度です。 

 変形労働時間制は、業務量が多い時期と少ない時期の繁閑が大きい業種で効率的に労働時間の

弾力的配分を可能とする制度です。使用者には時間外労働を減少させ、残業手当を削減できるメ

リットがあります。 

 

 

 １ヵ月単位の変形労働時間制とは、１ヵ月以内の一定の期間を平均し１週間の所定労働時間が

40 時間以下の範囲内において、１日８時間及び１週 40 時間の法定労働時間を超えて労働させ

ることができる制度です。 

 １ヵ月単位の変形労働時間制は、就業規則その他これに準ずるものまたは労使協定により導入

することができます。労使協定は労働基準監督署長に届け出る必要があります。なお、労使協定

の締結と届出だけでは足らず、就業規則の変更手続が必要になる場合があります。 

 また、変形労働時間制であっても、いったん各日、各週の労働時間が特定されたときには、業

務上の必要があっても、その変更は認められません。 

 １ヵ月単位の変形制で、時間外労働となるのは、以下の通りです。 

 

①変形時間の労働時間の枠を超え、かつ、１日８時間または１週 40 時間を超えて労働した時間

②変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間 

 

 

 

 使用者は、事業場の過半数組合または過半数代表者との書面協定により、対象期間として定め

られた期間を平均し１週間当たりの労働時間が 40 時間を超えない範囲内で、協定で定めるとこ

ろにより、特定の週に 40 時間または特定の日に８時間を超えて、労働させることができ、これ

を「１年単位の変形労働時間制」と言います。 

 ただし、協定には以下について定め、労働基準監督署に届け出ることが必要です。 

 

①対象労働者の範囲     ④対象期間の労働日・労働時間 

②対象期間（１ヵ月を超え１年以内の期間)  ⑤協定の有効期間 

③特定期間（対象期間中、特に業務が繁忙な期間) 

２｜ １年単位の変形労働時間制とは  

2 労働日数に柔軟性を持たせる変形労働時間制の活用

１｜ １ヵ月単位の変形労働時間制とは  
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 就業形態の多様化に伴い、画一的な労働時間制度になじまないタイプの労働者が増えています。

こうした労働者の業務に係わる労働時間については、通常の労働時間の算定は困難であると考え

られることから、別に労働時間の算定方法を定めた制度を「みなし労働時間制」といいます。 

 

 

 

 労基法は、セールスマンや新聞記者の業務等、事業場外で行われる労働の一部については労働

時間の算定等が困難であることから、労働時間算定義務の例外として「みなし労働時間制」を認

めてきました。 

 この「みなし労働時間制」は、使用者による正確な労働時間の算定が困難な種類の労働につい

て、実際の労働時間とは違う｢みなし時間」働いたこととする「フィクション（擬制・ぎせい)」

を容認するものです。 

 労基法の定める労働時間制のなかでは、「実労働時間の使用者による正確な算定」が基本です

から、みなし労働時間制は、きわめて例外的なものにすぎません。 

 

 みなし労働時間制はつぎの３つに大別できます。 

①事業場外労働に関するみなし労働時間制 

②専門業務型裁量労働に関するみなし労働時間制 ―― 裁量労働制 

③企画業務型裁量労働に関するみなし労働時間制 ―― 裁量労働制 

 

 以下、この３種類の「みなし労働時間制」について、その概要を説明します。 

 

（１）事業場外みなし労働時間制 

 事業場外労働についての「みなし労働時間制」は、外務員、新聞記者など外勤業務や出張など

で、労働者が労働時間の全部または一部について事業場外で業務に従事した場合に､所定労働時

間労働したものとみなす制度です。 

 この制度を導入するためには、次のことが必要になります。 

①就業規則に、対象業務、対象労働者の範囲とみなし労働時間（所定労働時間）「事業場外

労働のみなし労働時間制に関する定め」(90 条Ⅱ項)を明記 

②就業規則を労働基準監督署に届け出る 

③労働者に周知する 

 

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。 

3 「みなし」・「裁量」労働時間制適用は要注意 

１｜ みなし労働時間制とは何か  

２｜ みなし労働時間制と裁量労働制を適用できる条件  
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企業経営 Ｑ＆Ａ  
 

 

外貨預金 
余裕資金を運用したいと思っていますが、国内の金融商品はいずれも低金
利であり、あまり魅力を感じません。 金利面では外貨預金が高そうですが、
リスクとヘッジの仕方について教えてください。 

 

 
 

 ここ最近、外貨預金をする方が増えてきています。外貨預金は、円預金に比べるとリスク

は大きいのですが、リターンも大きく、株式投資に比べるとリスクは小さいのですが、リタ

ーンも小さい金融商品です。 

 

 

 

 

 

 

 

 外貨預金には、為替変動リスクがあります。外国為替相場の動向等によっては、払戻し時の円貨額が

預け入れ時の円貨額を下回るなど、「元本割れ」が生じるリスクがあります。 

 したがって、海外金利や為替相場動向に充分注意しながら預入時期を考える必要があります。 

 

 外貨預金は、外貨で預入されます。したがって、預入の際、円を外貨に交換し、 満期日に外貨を円に

交換する場合には、必ず為替リスクが発生するのです。預入日より満期日が円安となっていれば、金利

の他に為替差益が発生し、逆に円高となっていた場合には、為替差損が発生し、当初見込みの利回りが

確保できないばかりか、投資元本さえも割り込んでしまう可能性があります。 

 

 これを回避するためには、先物為替予約を行います。 

 先物為替予約とは特定の通貨（主にドル）を将来の一時点に一定価格での売買を約束する相対取引の

ことをいいます。 

これにより満期日の元本、利息の受取円貨額を確定することが可能です。 

 ただし、預入と同時に予約を行った場合には、金利裁定が働き、リスクがない代わりに実質金利が円

預金とほぼ同水準になってしまいますので、注意が必要です。 

ジャンル： その他経営関連 ＞ サブジャンル： ファイナンシャルプランニング 
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企業経営 Ｑ＆Ａ  
 

 

デリバティブ 
デリバティブとは何ですか。 
 
 デリバティブとは伝統的な金融取引（借入、預金、債券売買、外国為替、株式売買等）から相

場変動によるリスクを回避するために開発された金融商品の総称で日本語では金融派生商品（き

んゆうはせいしょうひん）といいます。 デリバティブ（derivative）は、「誘導的な」「派生した」

という意味です。 

デリバティブ取引の特徴として次のことがあります。 

 
①レバレッジ効果を持つこと（少額の資金で、多額の原資産を売買した場合と同じ経済効果が得られる）。 

②リスクヘッジ効果を持つこと（将来の取引を現時点で確定したりするため、リスクを抑制できる）。 

 

 かつては損益確定までは財務諸表に計上されない（オフバランス）取引であったため決算粉飾の温床とされ

ていました。 

 デリバティブはレバレッジ効果を有するため、たびたび投機的な運用資産として、多額の損益を生じ、問題

となっています。英国のベアリング社や米国のカリフォルニア州・オレンジ郡など、運用セクションによるデ

リバティブの運用の失敗により、企業は元より地方行政の存続に大きな影響を与える事件は後を絶ちません。

現在では、多くの会社ではデリバティブへの投資に対して、リスクをモニタリングする仕組みが導入されてい

ます。銀行業の場合は、BIS 規制や金融検査マニュアル等でそのデリバティブの運用に対する体制整備が求め

られています。 

 
■デリバティブの種類 

①先物取引 

 先物取引とは、将来の定められた時点で、特定の商品（穀物・石油など）あるいは経済指標（為替レートや

日経平均株価など）を、定められた数量、定められた価格で、売買することを約する取引です。 

 有価証券先物取引、長期国債先物、超長期国債先物、T-BOND 先物取引、有価証券指数等先物取引 、TOPIX 

先物、日経 225 先物、日経 300 先物、通貨等先物取引、金融指標先物取引、商品先物取引などがあります。 

②先渡取引 

 先物取引と同じく、将来時点での取引を現在行うものですが、先物市場のような市場取引ではなく相対取引

で、反対売買も行われません。輸出企業の為替予約など。 

③スワップ取引 

 スワップ取引とは、あらかじめ決められた条件に基づいて、将来の一定期間にわたり、キャッシュフローを

交換する取引です。 

 金利スワップ、通貨スワップ、為替スワップ、エクイティースワップなどがあります。  

④債券 

 あまり一般的には認知されていませんが、債券もデリバティブの一種です。債券の価格は市場の金利動向に

よって決定されるため、厳密には債券は金利を原資産とするデリバティブとして、定義されます。実際、金融

工学における債券のプライシング理論では、金利を原資産とするデリバティブとして、評価されることが一般

的です。 

⑤オプション取引 

 オプション取引とは、ある原資産について、あらかじめ決められた将来の一定の日または期間において、一

定のレートまたは価格（行使レート、行使価格）で取引する権利を売買する取引。原資産を買う権利について

のオプションをコール、売る権利についてのオプションをプットと呼びます。オプションの買い手が売り手に

支払うオプションの取得対価はプレミアムと呼ばれます。 

 通貨オプション、キャップ、フロア、カラー、スワップション、デジタルオプションなどがあります。 

ジャンル： その他経営関連 ＞ サブジャンル： ファイナンシャルプランニング 
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