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未払い残業問題でIPO準備が止まる？！
IPO準備段階では
労務問題の早期解決が鍵！

昨今IPOにおける労務問題は非常に注目されており、労務関連
の問題でIPO審査が止まってしまうというケースも。本業が好調
なのに、本業以外のところでIPOにストップがかからないよう、
IPOに耐えられる労務管理を実現する方法をアイ社会保険労務士
法人の土屋信彦先生に聞きました。

未払い残業問題、過重労働問題、ハ
ラスメント問題など、連日テレビや
ニュースで取りざたされているように、
労務管理の重要性は年々増しています。
IPO準備企業においても労務管理は厳
しく問われており、労務で IPO準備に
つまずいてしまう企業も増えてきてい
ます。
そこで今回は IPO実務経験豊富なア

イ社会保険労務士法人の土屋 信彦先
生に昨今の IPOにおける労務問題と対
策について聞いてみました。

－ IPO準備企業が注意すべき労務リス
クを教えてください。
労働にかかわる諸法令を遵守するこ

とを「労務コンプライアンス」と言い、
IPO準備企業に限らず実施する必要が
あります。これに違反すると、金銭リ
スク、信用リスク、訴訟リスク、行政
リスクなどを負うことになります。
次に労務リスクの具体例を挙げます

と、最重要課題は「未払い残業問題」
です。その他にも「過重労働問題、社
会保険の適正加入、就業規則その他規
程の整備」などが挙げられます。今回
は「未払い残業問題」について、詳し
く解説したいと思います。

－未払い残業問題にはどのような種類
があるでしょう？
未払い残業問題の種類には様々なも

のがありますが、大きくタイプ別に以
下の3つにわけることができます。

1. 労働時間管理が不適正なもの
2. 割増賃金計算の過誤によるもの
3. 名ばかり管理職の法的要件を具備

していないことから発生するもの

これらの原因を細かく見るとさらに
下記に分類されます。
1. 労働時間管理が不適正なもの
• そもそもタイムカード等により労

働時間を記録していない
• タイムカードはあるが一定時刻に

なると強制打刻させたり、上司の
指示により実際の労働時間がカッ
トされている

• 労働時間の集計において日単位で
15分や30分未満の時間を切捨てて
いる
最近では、タイムカードだけでは証

跡とならず、パソコンの使用記録や入
退室記録などと照合することが必須に
なっています（「労働時間の適正な把
握のために使用者が講ずべき措置に関
するガイドライン」厚生労働省
H29.1.20）タイムカードと実労働時間
に乖離がある場合は、その乖離の理由
を本人へのヒアリングなどで調べるこ
とになります。また未払い残業代は従
業員数に比例するので、数千万単位と
高額になることがあります。実際に、
労働者全員分の労働時間をチェックを
してやっと IPOが承認されたという
ケースがありました。審査時に見られ
るポイントですので、申請期の前には
必ず解決しておいてください。

2. 割増賃金計算の過誤によるもの
• 基本給だけで残業計算をしており、

算入すべき手当を参入していない
• 残業単価を一律の定額で計算して

おり、割増賃金を下回っている
• 割増賃金率が法定率以上になって

いない
• 残業単価を割り出すための分母

（所定労働時間）の数値が正しく
ない

• 年俸制では残業手当が不要と誤っ
た認識をしている

• 不適正な定額残業制度となってい
る

• 一律定額支給の住宅手当や家族手
当を割増賃金対象から除外してい
る
数年前に割増賃金計算の割増率が変

更されていますが、いまだ変更前の割
増率で計算している企業もあります。
ただの計算の過誤が従業員数に比例し
て多額になることがありますので、ご
注意ください。

2018/5/21開催IPO Forum特別勉強会「労務・法
務コンプライアンス」に登壇される土屋先生
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労務の最重要課題は「未払い残業問題」
・タイムカードだけでは証拠にならない！
・高額化する訴訟の和解金・・・
・過去2年間の退職者を含む未払い残業代をすべて解消しないとIPO承認は下りない？！
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3. 名ばかり管理職の法的要件を具備
していないことから発生するもの

• 名ばかり管理職として過大評価さ
れ、残業代が払われていない中堅
社員がいる。

名ばかり管理職で有名な事例は、
2008年大手外食チェーンの店長が会社
に残業代の支払いを求め裁判を起こし
た事例です。裁判の争点は労働基準法
41条の「管理監督者」に原告が当ては
まるかどうかでした。原告は店長では
あるものの、権限は店舗内限定、労働
時間に関する裁量性があったとは認め
られないとし、「管理監督者」には当
たらないという結論になりました。会
社は敗訴し、過去2年分の未払い残業
代の支払いを求める判決となりました。

上記のように未払い残業問題と言っ
ても、その原因は多岐にわたり、労働
時間の管理方法、割増賃金の計算方法、
名ばかり管理職問題などは、法的に正
確な知識をもって対応していない場合
に思わぬ金銭リスクを負うことになり
ます。これらの未払い残業問題が発覚
すると原則として2年分を遡及して支
払わなければならず、社員数によって
は数千万円～億単位の簿外債務が発生
してしまうことになり、退職者を含め
精算しなければなりません。当然、精
算が終わるまで IPO審査がいったん止
まってしまうことになります。
労務整備は時間をかけてきちんと取

り組めば解決することができます。早
め早めに取り組んでいきましょう。

過去5年で7社の IPO支援実績をもつア
イ社会保険労務士法人 土屋先生に、
昨今の IPOにおける労務管理について
ざっくばらんに教えていただきました。

－土屋様が IPO準備企業の労務支援を
始められたきっかけ、支援する際の

モットーは？
10年ほど前、クライアント企業のう

ちの何社かが IPO準備に入り、 IPOにお
ける労務上のアドバイスをしたことが
きっかけです。それから私自身「 IPO
内部統制実務士」の資格も取り IPOに
詳しくなっていきました。社労士の中
でこの資格を持っていることは非常に
珍しいようで、お客様からの信頼にも
繋がっています。
支援の際のモットーですが、企業が

労務上のコンプライアンスを遵守する
よう促すとともに、企業とその企業で
働く従業員の方々のベクトルを同じ方
向に導くことを心がけて支援していま
す。規程等に問題がないかをチェック
するだけではなく私も企業・従業員の
方と同じベクトルを向いて一緒に成長
していこうと日々勉強しています。

－続いて、 IPOにおける労務監査契約
について教えてください。

IPO準備企業の場合は、直前期に労
務整備は完了している必要があります。
労務整備には1年ほど時間を要します
ので、直前々期には労務監査契約をす
ることをお勧めします。 IPO実現を支
援した社労士は、 IPO実現後も引き続
き労務顧問を務めることが多いです。

－ IPO準備段階また、 IPO実現後は労務
監査は必須なのでしょうか。
どちらも必須ではありませんが、

IPO準備段階で労務監査をして労務整
備をしておかないと証券会社の審査を
通ることができません。 IPO準備段階
では実質必須のようなものですね。

IPO実現後は、こちらも必須ではあ
りませんが、事業が拡大したり、従業
員数が急増する等、大幅に企業の内部
が変化します。そうなると IPO申請時
に作成している労務関連の規程などが
当てはまらないことがあり、ほころび
が出てきます。そのため IPO実現後も

多くの企業では、2年に1回くらいは最
低でも労務を見直しています。
また、新興市場に IPOをしたあとに、

本則にステップアップする際にも見直
しが必要になります。本則では労務監
査のレベルが上がりますので。

－最後に、 IPO準備段階のおける社会
保険労務士の選定ポイントを教えてく
ださい。
労務関連に限らず色々な法律を常に

チェックし勉強していること、お客様
と切磋琢磨し合える社労士であること
でしょうか。
法律は日々改正されていますので、

勉強を怠るとお客様についていけなく
なってしまいます。最初にもお答えし
たようにお客様と同じベクトルで一緒
に成長を考えられる社労士が適してい
ると思います。
また労務監査を引き受けることがで

きる社労士法人は全体の1割程度だと
思います。 IPOに詳しい社労士もなか
なかいません。 IPOを実現するために
は、 IPO支援実績や労務監査実績など
が豊富な法人に依頼することをお勧め
します。

土屋先生、ありがとうございました。
次回は「過重労働問題、社会保険の適
正加入、就業規則その他規程の整備」
について教えていただきます。
お楽しみに！
土屋先生掲載コラム、登壇セミナー情
報はこちらから↓
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人事担当者向け情報が充実！HPをご覧ください
・WORDでそのまま使える人事労務管理基本台帳
・会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
・総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
・本の執筆多数（「健康保険の実務と手続き最強ガイド」）
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愛情の「愛」

真摯なまなざしの「eye」
社会保険労務士としての自負心の「Ｉ」

得意分野である I PO支援の「Ｉ」

IPO・労務に関するご相談はこちらから
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IPOを目指す企業のための支援サイト

IPO Compassでしか手に入らない情報満載！

IPO準備の登竜門。


