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税理士は経営者
経営者を守り抜けるか!?
弁護士・司法書士が狙う
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業界・ビジネスニュース

平成 22 年度税制改正大綱

成長する相続マーケット
景気低迷する日本経済だが、2010
年、顧問先の経営者を襲う最大の荒
波は、ひょっとすると従業員かもし
れない。というのも、弁護士や司法
書士による「サービス残業ビジネス」
（サビ残ビジネス）が本格化しそう
な勢いなのだ。ある日突然、従業員
が弁護士を同伴して、
「未払い賃金
を払え！」と数百万円も請求してき
たら……。サビ残ビジネスの動向を、
緊急レポートする。
昨年 11 月、都内のある居酒屋で、
店主と従業員が口論となった。従業
員が「未払いになっている賃金 250
万円と、これに加えて同額の付加金
を払ってほしい」と店側に要求して
きたのだ。居酒屋は個人経営で、店
主は「そんなお金、あるわけないだ
ろう」とはねつけた。
しかし、従業員は「払わないなら、
弁護士と一緒に裁判を起こす」と引
かない。
「弁護士」という言葉が飛
び出してきたことに、店主は大いに
驚いたが、結局、数度の話し合いを
経て、「請求の満額は無理だが、150
万円を 12 カ月で分割して支払う」

ことで一応の決着をみた。
労使間の賃金トラブルに詳しい
『社会保険労務士 本間事務所』（東
京・中央区）の本間邦弘氏は、
「昨
年後半からこうしたトラブルが急増
している」と指摘する。「未払い賃
金の請求は、これまで個人や労組が
主体だった。しかし最近、弁護士や
司法書士が、従業員の未払い賃金請
求を〝ビジネス〟としてサポートし
ている」。
未払い賃金をビジネスにする――
これは、どういうことなのか。同氏
は、「多くの従業員は会社との直接
交渉を苦手としている。互いに顔を

知っているし、法律面も詳しくない
ためだ。しかし、弁護士が代理人と
なって、会社と交渉してくれれば、
従業員本人は矢面に立つことなく、
かなりの確率で未払い賃金を得るこ
とができる」。そして、支払われた
未払い賃金の一部が、弁護士らの成
功報酬となるわけだ。
確かに、経営が悪化した会社では、
従業員への給与未払いという事態も
発生している。そうなると、こうし
たビジネスも少しは成り立つと考え
られるが、彼らが本当に狙うのは、
単なる未払いの給与ではなく、普通
の会社の従業員が恒常的に行ってい
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る「サービス残業」の残業代だ。
そもそも未払い賃金とは、「本来
支払うべき残業代、休日労働の手当
を支給しないこと」をいう。労働基
準法（労基法）では、
「使用者は原
則として１日８時間、１週 40 時間
を超えて労働させてはいけない」
（同
32 条）とされている。これを超え
る労働については、25％の割増し賃
金（平成 22 年４月１日以降は改正
労基法の施行により、大企業は原則
として割増し率は 50％）を支払う
ことを求めている。深夜勤務や休日
労働にはまた別途の割増しの規定が
設けられている。

集団請求なら数千万円の支払いも
ところが、現実には長引く不景気
でサービス残業は当たり前。飲食店
など接客業では、客の来店に合わせ
て営業するため、どうしても労働時
間が長くなる傾向がある。冒頭の個
人経営の居酒屋などは、まさにその
典型といえる。経営者としては、
「す
べての残業に賃金を支払っていた
ら、商売が成り立たない」というの
が本音だろう。
それでも、従業員が弁護士を付け
て、労基法を持ち出してくれば、ど
うにもならない。裁判所は労基法を
金科玉条として判決を下すだけだ。
労基法では法定労働時間の規定にと
どまらず、同 114 条では、「付加金
の支払い」として、
「裁判所は労働
者の請求により最大で２年分の未払
い賃金のほか、これと同一額の付加
金の支払いを命ずることができる」

とある。つまり、請求の時効が２年
間あるため、退職後でも請求は可能。
付加金は法令違反のペナルティーの
意味合いだ。
すでに多額の支払いを命じる判決
も出ている。世間で大きな注目を浴
びた大手ファストフードチェーン店
の「名ばかり管理職」裁判は記憶に新
しいところ。この判決（東京地裁平
成 20 年１月 28 日）では、未払い賃金
約 503 万円、付加金等約 250 万円の
支払いが事業者へ命じられている。
しかし、これまでもサービス残業
は多くの会社にあったはず。それが、
なぜいま弁護士らはビジネスとして
始めたのか――。同氏は、
「ここ数年、
弁護士、司法書士はサラ金やヤミ金
の債務者を対象に『グレーゾーン金
利』にかかる過払い金返還請求ビジ
ネスを展開してきた。その背景には、

広告戦略を含めビジネスとして成立
させる指南役のコンサルタントも存
在していた」。
ところが、グレーゾーン問題は社
会的な関心が高まったことで、消費
生活センターなどの行政機関が積極
的な支援に乗り出したこと、金融業
者の合併・倒産などでマーケットが
縮小傾向にあることなどから、「金
融業者を相手としたビジネスは終わ
りつつある」とする見方が出始めた。
そこで、「過払い金請求ビジネスを
手がけていた弁護士らが、これに代
わる新たなビジネスとしてサービス
残業に目を付けた」（同氏）。
しかも、グレーゾーン金利はごく
少数の債務者だけを顧客とするマー
ケットだが、サービス残業代の請求
ビジネスは、ある意味、すべてのサ
ラリーマンが顧客候補者だ。弁護士

らは、「これはすさまじくもうかる」
と考えたのだ。
その半面、会社の立場になれば、
背筋が凍り付くような話だ。未払い
賃金の請求は、１人当たりの請求額
が数百万円というケースも珍しくな
い。ただでさえ経営が厳しいのに、
複数の従業員から未払い賃金を同時
に請求されれば、数千万円の支払い
という大ダメージを被る可能性もあ
る。では、どうすればよいのか――？
同氏は、「会計事務所はいまこそ、
顧問先、クライアントに未払い賃金
が発生していないか、しっかり確認
すると共に、問題があれば迅速な対
応をアドバイスすべき」と語る。平
成 22 年、会計事務所が顧問先を守
るために課せられた使命は、限りな
く重い。
（５面につづく）
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恐怖!! サービス残業ビジネス

経営者を守る
４つのアドバイス
（１面からのつづき）今年は、顧問先の経営者を恐怖の「サービス残業ビジネス」が襲う危険性
が高まっている。そこで、いま会計事務所はどうすべきなのか、何をアドバイスできるのか、
『社
会保険労務士 本間事務所』（東京・中央区）の本間邦弘氏の解説を交えながら対策を考える。
従業員によるサービス残業代の支
払い請求を代行する「サービス残業
ビジネス」
（サビ残ビジネス）が今年、
本格化することが予想される。会計
事務所としても、顧問先に早めの注
意喚起を促したいところだ。
サビ残ビジネスが急激に拡大する
とみられる背景には、グレーゾーン
金利にかかる「過払い金返還請求ビ
ジネス」を手がけてきた弁護士らが、
新たなビジネスとして、
「従業員の
サービス残業代」に目を付けたとい
うことが大きいが、加えて平成 22
年４月から、改正労働基準法が施行
されることも一因となっている。

サビ残ビジネスの現場
近年、労働者保護の観点から法的
整備が進められており、同 20 年３
月には労働契約法、改正パート労働
法が施行された。そして今年４月に
は改正労働基準法が施行され、大企
業は原則として時間外労働などが
60 時間を超えた場合は、賃金の割
増し率が現行の 25％から 50％へと
引き上げられる。
インターネット上には、すでに多
数の法律事務所によって、
「サビ残
ビジネス専用サイト」が立ち上げら
れており、今後、電車のつり広告や
テレビ、ラジオＣＭといった〝顧客
拡大〟に向けた積極的な営業が展開
されるとみられている。
サービス残業代の請求では、最初
に１人支払ってしまうと、それが〝突
破口〟となる可能性がある。
「あい
つがもらったなら、おれも！わたし

も！」と芋づる式に請求者、請求額
が膨れ上がることは当然予想される
だろう。
早め早めの対応が不可欠であるこ
とはいうまでもないが、従業員１人
では交渉力が弱いと考えて、弁護士
サイドから「交渉が成功したら○△
万円払うから、一緒にがんばろう」
などと呼びかけて、３人、５人といっ
たチームを組んで請求するケースも
ある。

就業規則、労働契約をチェック
では、どこからサービス残業に
該当するのか。通常の業務におい
て、１〜２時間程度の残業は普通
にある。そのため、会社側としては、
「常識的な時間ならば、許容範囲だろ
う……」と考えたいところだが、サビ
残ビジネスの請求はそんなに甘くな
い。
『社会保険労務士 本間事務所』の
本間邦弘氏は、
「就業前の10 分、15 分
というところまできっちり、働いた
就業時間をすべて加算して残業代を
請求するケースもある」と指摘する。
経営者にとってサビ残ビジネスは
非常に恐ろしい話。会計事務所とし
ては、顧問先の経営者にサビ残ビジ
ネスへの対応をアドバイスしておき
たいが、具体的にどうすればよいの
か。
同氏が、
「会計事務所がチェック
すべき項目」として挙げるポイント
は４つある。ひとつは①就業時間の
チェックだ。
「まずは現状確認。従
業員が労基法に定める法定労働時間
を超えて労働したり、深夜労働、法

定休日労働している状況を確認す
る」（同）。
次に、②賃金台帳をチェック。「時
間外労働、休日労働などが発生して
いた場合、賃金としてきちんと支
払っているかどうか。払っていな
い場合は、その差額の確認も必要」
（同）。
そして、③賃金に関する規定、雇
用契約書のチェック。「10 人以上の
従業員を常時使用する事業所は、就
業規則を作成し、届出を行う義務が
ある。ただし、10 人未満であっても、
雇入れの際に、労働条件を記載した
書面を交付しなければならず、これ
に反した場合は罰則も適用される。
賃金に関する規定内容や契約書のな
かで、手当の記載、残業に関しての
記載内容を確認して、必要があれば
迅速に修正すること」（同）。
最後に、④その他の確認事項とし
て、「『36 協定』（時間外労働および
休日労働に関する協定書）の締結が
されているか、協定締結の労働者代
表が管理職以外から選任されている
かなど、労働関係の法的な問題の確
認も不可欠」（同）。

雇用契約の確認を
つまり、労働条件の基本である就
業規則や雇用契約書などの内容を確
認して、勤務状況を把握することが
重要となるわけだが、同氏は、
「一
律の修正も危険」と指摘する。「同
じ会社内であっても、担当する業務
によって、残業時間や休日が異なる
場合もある。そのため、実態に合わ

せた内容に修正することが大事」。
トラブルの実例としては、営業所
を数カ所設けている会社で、全社共
通の労働時間管理票をひな型として
作成して一律に実施したところ、職
種、職域によって勤務体系がまった
く異なるため、労働基準監督署の指
導を受けて、未払い賃金を支払った
ケースもあるという。「さまざまな
角度から検討したうえで問題点を洗
い出し、的確な対応をすることが急
務といえる」（同）。
ただ、弁護士や司法書士のなかで
も、サラ金業者やヤミ金業者を相手
に「過払い金返還請求ビジネス」を
成功させている〝つわもの〟が相手
となると、税理士としても不安を感
じてしまうところ。こうしたなか、
会社をサビ残ビジネスから守ろうと
する専門家も登場してきた。同氏は
今年から数人の社会保険労務士と
「サビ残ビジネス対策チーム」を結
成する。
「会社を襲う新たな脅威か
ら企業経営を守りたい」という。
従業員としても、働きながら会社
に未払い賃金を請求するのは、立場
上、なかなか難しい部分もある。し
かし、会社経営が悪化するなか、給
与面に不満を抱いて従業員が退職す
るケースも急増している。雇用関係
がなくなれば、弁護士や司法書士の
誘いに乗って強気の姿勢に出てくる
従業員もいるはずだ。
顧問先の経営者が狙われないため
にも、税理士業界もサビ残ビジネス
を注視したい。本紙でも引続きサビ
残ビジネスの動向を追っていく。

