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社長の 5 人に 1 人が 70 代以上
事業承継が大きな課題に

「社長が若ければ業績が良い」とは一概には言えませ
んが、社長年齢が若いほど黒字企業の割合が高く、社

◆経営者の平均年齢は 60 歳超

長が高齢になるほど厳しい業績の企業が多い傾向が見

近年、特に中小零細企業において、経営者の高齢化

られます。

とそれに伴う事業承継が大きな問題となっていますが、
◆「事業承継」が大きな課題

株式会社東京商工リサーチ実施した「2014 年 全国社

2014 年版の「中小企業白書」では、事業の将来を悲

長の年齢調査」の結果によると、全国社長の平均年齢

観して誰にも相談せずに廃業を考えるケースがみられ、

は 60.6 歳と高齢化が進んでおり、社長の約 5 人に 1 人

経営者の高齢化が進む一方、
「後継者難」の理由からス

が 70 代以上となっているそうです。

ムーズな事業承継が行われていない現状が指摘されて

この調査は、同社が保有する企業データベース 265

います。

万社（2014 年 9 月時点）から、代表者の年齢データを

特にオーナー企業では、事業承継を希望しても子供

抽出して分析したものです。

等が承継せず、結果として社長が高齢化し円滑な事業
承継が難しくなっている点が大きな課題となっていま

◆社長の年齢が業績に影響？
社長の年齢分布ですが、70 代以上：22.5%、60 代以

す。

上：35.0%に対し、30 代以下：4.0％となっており、
「若

ノーベル物理学賞で関心増！
改めて確認しておきたい「職務発明」

い経営者の創業」や「社長交代」が停滞している状況
が明らかになりました。
社長の年齢別の企業業績では、黒字企業は 30 代以下

◆職務発明の対価に改めてスポットが

の構成比が 80.4％で最も高く、40 代：80.0％、60 代：

３人の日本人が受賞したことで話題になった、本年

79.4％、50 代：79.0％と続いています。

のノーベル物理学賞。

そして、社長の年齢が 70 代以上の企業では、赤字企

この話題に関連して、マスコミ報道等では、受賞者

業の構成比が 22.0％と最も高くなっています。

の１人である中村修二氏の「青色発光ダイオード事件」
を引き合いに、
「職務発明」と「その対価（職務発明を

◆社長高齢化の弊害とは？

行った従業員等に支払われるべき報酬）
」に改めてスポ

また、売上と利益を見ると、
「増収増益」の比率が最

ットが当てられています。

も高かったのは社長が 30 代以下の企業（38.2％）であ
り、
「減収減益」の比率は 70 代以上（26.8％）が最も

◆「職務発明」と「その対価」とは？

高く、次いで 60 代（26.1％）となっています。

職務発明とは、会社の従業員等が職務上行った発明

調査を行った東京商工リサーチでは、
「社長が高齢化

のことであり、発明は従業員等に帰属します。

するほど安定や成長を支えるビジネスモデル構築が遅

ただし、会社は、職務発明を発明者である従業員等

れ、従来の営業モデルからの脱皮が難しく、業績悪化

から承継することをあらかじめ社内規程等で定めてお

につながっている状況がうかがえる」と分析していま

き、発明の価値に見合った「相当の対価」を支払うこ

す。

とにより、特許を取得する権利を承継することができ
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ます。

ないのが現状です。

この「相当の対価」をめぐっては、現在、社内規程
◆夜勤・交代勤務に伴うリスク

が不合理と認められる場合にのみ、裁判所が対価を算

夜勤・交代勤務でまず注意したいのが「健康」に関

出することとされています。会社にとっては、相当と

する問題です。

思われる対価を支払っていても従業員等から訴訟を提

多くの場合、 変な

起されるリスクがあるということです。

睡眠

このようなリスクを減らすために、特許庁では、特

時間に眠ることから、 良質な

がとれないことが多く、睡眠の支障が様々な健

康問題につながります。

許の権利を会社帰属とする改正法案を来年の通常国会

心筋梗塞や脳卒中、糖尿病になるリスクが高まるこ

に提出する方針を固めました。なお、その代わりに、

とが指摘されているほか、近年では、夜間勤務に最低

適正な報酬の支払いが義務付けられることとなる見込

６カ月間従事した男性とがん発症の関連について、前

みです。

立腺がんで 2.77 倍、非ホジキンリンパ腫で 2.31 倍、
すい臓がんで 2.27 倍など、がんリスクが高まるとする

◆中小企業こそ他人事ではない
特許・発明というと、大企業の話…と受け止める向

研究結果も発表されています。

きもありますが、特許出願は中小企業こそ、時として

また、
「仕事の安全」についての調査では、日勤で起

生命線となることもあり得るものです。

こる事故の確率に対して、
夕勤ではそれが 20％増加し、

同じ業界の大手企業とまともに勝負をしては太刀打

夜勤では 30％増加するとされています。

ちできなくても、ニッチな部分で多数の特許を取得し

さらに、家族と生活時間がずれるためにコミュニケ

ており、互角に戦える力を持っている中小企業はたく

ーション不足の問題が発生したり、友人や地域との交

さんあります。

流に参加する機会も減りがちになったりすることも指

中小企業こそ、手抜かりなく、早め早めの手続きを

摘されています。

することが求められます。なお、特許庁では、中小企
◆今後考えたい研修

業の特許出願手続をサポートする制度も用意していま

多くの企業では、労働者がきちんと仕事をこなせる

す。

よう、多様な研修を行っています。

特許を取るべき職務発明がなされた場合に、従業員

安全衛生に関する労働者の関心も高まっている昨今、

との間でその対価についてもめることのないよう、こ

今後は、夜勤や交代勤務をする人については、
「睡眠の

の機会に改めて「職務発明」について確認しておきま

質の高め方」や「リスクを低減する方法」についての

しょう。

研修を実施することも、業務を行ううえで必要な知識

知っていますか？
「夜勤・交代勤務」のリスクと軽減策

を提供するための方策として求められるようになって
くるかもしれません。

◆４人に１人が従事

「内定辞退」とならないために必要な
内定者へのフォロー

夜勤・交代勤務を行う職種は多岐にわたるものであ
り、現代社会の生活の基盤を支えるものともなってい

◆内定を出して終わりではない

ます。

人手不足、採用活動の早期化が進んでいる中で必要

現在、日本では、労働者の 25％以上が夜勤や交代勤

となってくるのが「内定者フォロー」です。採用内定

務での労働に従事しています。ちょっとびっくりする

を出したらそれで終わりではありません。

数字ではないでしょうか。

内定から入社までの期間は、学生にとっては気持ち

しかし、これだけ多くの人が夜勤や交代勤務を行っ

が不安定な状態であり、内定を複数の会社から得てい

ているにもかかわらず、夜勤・交代勤務に伴うリスク

る場合、会社を絞り込んでいく期間となります。

はあまり知られておらず、また、リスクを軽減するた

内定辞退とならないために、企業はこの期間に何を

めの教育・研修等の実施にもあまり注意を払われてい
2

©大竹社会保険労務士事務所

すればいいのでしょうか。

11 月の税務と労務の手続［提出先・納付先］
◆内定者の不安感を払拭する
学生に内定を出した後、入社直前までそのまま放っ

10 日
○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付

ておくという企業は意外に多いようです。それでは内

［郵便局または銀行］

定者は「本当に内定したのか？」
「期待されていないの

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に

では？」など、不安に駆られ、他企業への就職活動を

採用した労働者がいる場合＞［公共職業安定所］

再開してしまうということになりかねません。

○ 労働保険一括有期事業開始届の提出＜前月以降に

内定者の不安感を払しょくし、適切にフォローして

一括有期事業を開始している場合＞

いく必要があります。

［労働基準監督署］
◆イメージギャップの穴埋め

17 日

新卒者の約 3 割が、入社後 3 年以内に辞めてしまう

○ 所得税の予定納税額の減額承認申請書の提出

と言われています。思い描いていたイメージと現実と

［税務署］

のギャップが大きいということも理由の 1 つとなって

12 月 1 日

いるようです。

○ 個人事業税の納付＜第 2 期分＞

入社後のミスマッチをいかに少なくするか、入社後

［郵便局または銀行］

スムーズに順応できるよう検討し、適切な対応を行っ

○ 所得税の予定納税額の納付＜第 2 期分＞

ていくことが大切です。

［郵便局または銀行］
○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］

◆具体的な対策は？

○ 日雇健保印紙保険料受払報告書の提出

対策として、以下のようなものが考えられます。自

［年金事務所］

社の規模や風土、予算などに合ったものを取り入れ、

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告

実践してみてはいかがでしょうか？

書の提出［公共職業安定所］
・職場や工場の見学会
・職場での事前実習、研修
・内定者同士の交流、グループワーク
・社内行事への招待
・社内報の送付
・経営者・役員との懇談会
・7 通信教育や WEB を使った入社前研修
・レポートの提出
・資格取得支援
・近況報告の義務付け
等

○ 外国人雇用状況報告（雇用保険の被保険者でない
場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞
［公共職業安定所］

編集後記
11 月の声を聞くと途端に寒くなりましたね。近所の
幼稚園や保育園では感染性胃腸炎が既に大流行です。

最近では、採用理由について文書で説明する企業も

先日、我が家もご多分に漏れず一家で罹患し、大変な

増えているそうです。
「なぜ、あなたを採用したのか」

思いをいたしました。みなさまも体調管理に十分にご

という個々へのフォローが重要となってきているよう

注意くださいませ。

です。

今月も最後までお読みいただき有り難うございまし
た。（R.O）
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