
聞き手 ： 御社の歴史についてお聞かせください。

横川社長：明治29年8月、生糸商「佐久間商店」として創業
し、その後人絹糸、合成繊維の取扱いも始めました。丸佐株
式会社としては昭和21年に創立し、岐阜地区に立脚する繊
維の専門商社として歩み続け、今年で119年目を迎えまし
た。現在は糸、生地、OEM縫製のオペレーション部隊の3部
から成り、原綿、加工糸、衣料用織物、カーシート用織物、ア
パレル製品などを取り扱っています。私自身は、平成25年から
社長を務めていますが、岐阜に来るまでは東レ中国に在籍
し、上海で5年間OEM縫製に携わって、縫製工場への生地
手配、生産販売管理をしていました。その前は香港で2年
間、ニットの製品オペレーションをしております。平成22年10月
に丸佐の理事として子会社に出向、そこでの社長を経て戻
り、現職に就きました。岐阜の現場で2年半、経験を積んだこ
とで、こちらのアパレルを理解することができました。

聞き手：御社の業務内容を教えてください。

横川社長：繊維専門商社として、主にブラックフォーマルや
婦人用ボトムなどを扱っており、ボトムは現在、年間300万本
ほどを受託生産しています。原綿・原糸・紡績糸事業では、
原料となる原綿や原糸の販売をはじめ、高機能繊維を中心
とする先染糸や白糸紡績糸の生産、販売を行っています。多
種多様な原綿ミックスの高機能衣料用原糸を開発したり、よ

り高い品質が求められる産業用原糸の開発も積極的に行う
など、「ものづくり商社」として事業を広げています。テキスタイ
ル事業では、Made in Japanを意識した高機能・高品質な
テキスタイル（生地）の企画・生産・販売を行っているほか、
海外でのテキスタイルの開発や提案、生産、販売を行ってい
ます。ガーメンツ事業では、ブラックフォーマルやボトムなど婦
人衣料を中心に、テキスタイルから縫製まで一貫した企画・
生産・販売を行っています。原綿・原糸・紡績糸事業で新商
品や新分野の研究や開発を行い、テキスタイル事業でファッ
ション情報を収集し、ガーメンツ事業で先行企画の提案が行
えるようなコンバーティング企業になる事を目指しています。原
綿を糸に、糸を織物に、織編物を衣料にするなど、商品により
高い価値を付加してお客様に提供していきたいと考えます。

聞き手：時代の変化とともに、さまざまな取り組みを試みています
ね。

横川社長：まず、今年に入ってから組織改編を実施しまし
た。これまでは営業部は、原料、テキスタイル、アパレル部門と
分かれていましたが、企業理念にある「一本の糸から製品ま
で」をより具現化するために、連携を強化した組織づくりを進
めました。機能素材用途関連では、新たに機能素材部を分
離・独立させ、原料室と機能テキスタイル室を傘下に置きまし
た。原料室で製造した糸をテキスタイル室で生地に加工する
など、「開発」「生産」「販売」が連携して取り組むことにより、よ
り高度な商品作りが可能になります。同様に、縫製品の部隊
の中に、衣料テキスタイル室、企画開発室を組み込み、一貫

●住　　所： 岐阜市橋本町2-8 濃飛ニッセイビル 11F・12F
●Ｔ Ｅ Ｌ：058－254－8710
●Ｆ Ａ Ｘ： 058－254－2080
●Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.marusa-site.co.jp
●事業内容：

●従業員数： 66名

一本の糸から製品まで
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繊維専門商社（糸綿、紡績糸、織編物、
アパレル製品ＯＥＭ受注生産、等）

丸佐株式会社

横川  栄一
代表取締役社長

氏

～一貫した企画・販売で最高のサービスを提供～

来夏創業120年、会社創立70周年

繊維コンバーター商社として、
企画・生産・販売

OEMからODMへ　
機能素材部、海外事業戦略部を新設



性を高めるなどかなり思い切った手
を打ちました。
聞き手：商社の役割が変化していく
中で、特徴的な取り組みは。

横川社長：岐阜にはかつて、地場
で糸や生地を提供する機会があり
ましたが、現在は生産のステージが
中国など海外に移り、空洞化が起き
ています。商社も常に一番いい形で
対応しないと存在意義が薄くなって
しまいます。以前は、弊社が量販店
やアパレルメーカーなどから要望を聞き、仕様書を受け取り、
縫製工場につないでいましたが、そのようなOEMを受けて手
配するという業務形態だけでは、原材料価格が上がり、中国
での人件費も上がっているのに販売価格が上がらないという
今のような厳しい状況になるとその役割が疑問視され、極端
な場合「中抜き」が行われたりする事にもなりかねません。そこ
で、現在、私たちの役割が明確になるようなODMによる提案
力の拡大を目指しています。私たちが開発した素材をご提案
し、縫製場所まで含めたワンテーブルでご依頼の商品の生
産の段取りをお示しできるような商売形態に変えてゆきたいと
考えているのです。

聞き手：海外での生産活動にも変化はありますか。

横川社長：縫製などはこれまで中国を中心に、ベトナムなど東
南アジア諸国連合（ASEAN）諸国にも拠点を拡大してきまし
た。今年4月には、海外事業戦略部を新たに設置し、
ASEANで生産を委託するなど、海外展開の推進を目指し
ています。新しい工場を開拓し、品質の維持や納期の管理も
自社で行える体制を整え、顧客のニーズにも応えていけるよう
にしていきたいと考えています。

聞き手：人材育成も大きな鍵を握っていると言えますね。

横川社長：生地作りには、糸の知識を要しますが、合成繊維
と天然繊維では、特性がまったく違います。また、工程に関し
ては、織物にしたりニットに編んだりする作業があり、染める作
業、さらには撥水や吸水の加工、コーティングなどもあります、
更に縫製品作りまで考えると、本当に多くの作業工程がある
わけです。それぞれの工程でどのような知識が必要なのかと
いえば、それは膨大な量になります。
　アパレルメーカーや量販店などには、商品開発から販売計
画、採算管理などを総合的に管理するMD（マーチャンダイ
ザー）という職種がありますが、OEMをODMに変えていく上
で、営業担当はあらゆる工程を把握し、どこの工場が適して

いて、どこで生地を手配すればよいかなど、お客様の要望を
踏まえて、鳥瞰して段取りできるようなMDの視点を持ち、自分
たちの力でオペレーションしていく力を養う事が必要だと感じ
ています。

聞き手：社員の皆さんにお伝えしていることは。

横川社長：常にプロ意識を求めています。仕事とは、自分で
創り出すものであり「自ら課題を見つけて自ら解決策を探り、
自ら行動するところに大きな意義がある」ということを伝えてい
ます。お客様からのさまざまな声を素早くキャッチして、持ち備
えた知恵と技術と情報を提供しながら、独自の価値を創造
することで、ビジネスチャンスが生まれてくると思います。

聞き手：採用についてはいかがですか。

横川社長：岐阜の会社である以上、地元で新卒を採用した
いと考えています。弊社の事業をより明確にし、魅力のある会
社であることをアピールしながら、投げかけていきたいと考え
ています。

聞き手：今後に向けての抱負をお聞かせください。

横川社長：弊社は昭和59年から東レのグループに入りました
が、創業120年を迎えるのにあたり、地元では老舗の企業で
あるという誇りを持ちながらも、東レの子会社であることを積
極的にアピールして連携を図りながら、ワンストップサービスを
提供できる企業を目指していきたいと思います。

経営者インタビュー
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オペレーションしていく提案力を養う

岐阜トヨタ自動車㈱
一般社団法人 岐阜県経営者協会　広報部会委員

人事部　次長 野々村 勤氏

聞き手

ワンストップサービスが提供できる
企業を目指す
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【監督指導実施事業所の約8割の事業所で労働法関係の違反】
　厚生労働省は、長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果を取りまとめた。
　平成27年4月から6月における監督指導の実施事業場は2,362事業場で、労働基準関係法令違反があっ
たのは1,921事業場。違反事項は、違法な時間外労働が1,479事業場で最も多くなった。

【総労働時間短縮に向けた取組み約7割の企業で実施】
　人事院は、国家公務員の勤務状況等を検討するため、民間企業における「従業員の労働時間の管理方
法」、「従業員の退職管理等の状況」などについて調査を行った。

【主要有害業務への従事者 リスクアセスメントを知っている約5割】
　厚生労働省は、平成26年労働衛生調査の結果を発表した。
　主要有害業務に従事している労働者は全従業者の25.1％で、このうち、化学物質に関するリスクアセ
スメントを知っている労働者の割合は52.4％（平成18年調査31.8％）となった。化学物質に関するリスク
アセスメントについて知っている労働者のうち、事業所で「リスクアセスメントを実施している」とし
た労働者の割合は89.2％となっている。また、その結果の利用状況については、「リスクアセスメントの
結果に基づいて安全衛生教育が行われている」が52.9％と最も多い。

　直近の5年間で総労働時間短縮に向けた取組みを行っている企業の割合は70.8％。その取組みの内容
は「時間外労働（残業）の削減」が最も高く87.7％、続いて「有給休暇の取得促進」が37.3％、「労働時間の弾
力化、勤務体制（シフト）の見直し」が15.6％となった。
　時間外労働（削減）の削減を行っている企業の具体的な取組み内容は下記の通りとなっている。

監督指導実施事業場数

違法な時間外労働
賃金不払残業
過重労働による健康
障害防止措置が未実装

従業員への働き
かけ、残業削減の
取組みの周知

業務の見直し・
効率化

継続雇用制度がある
制度の内容

再雇用
制度のみ

計 再雇用制度・
勤務延長
制度両方

残業する際の
ルール・手続き
設定

残業削減
実現を人事
評価に反映

その他 不明
残業禁止日、
休日出勤禁止
等の設定

就業時間
帯の変更

主な違反
事項

2,362

1,921

1,479
252

406

合計

658

551

466
59

94

製造業

137

103

67
20

9

215

195

175
22

48

390

307

227
55

62

建設業運輸
交通業商業

156

117

69
15

26

教育・
研究業

167

151

122
20

42

接客
娯楽業

420

317

225
34

78

その他
の事業

監督指導実施件数

直近5年間の総労働時間短縮に向けた取組の状況

　事務・管理職種（部門）がある企業のうち、定年制を有する企業の割合は99.7％で、そのうち60歳定年制
とする企業の割合は87.4％となっている。定年を有する企業のうち、定年後の継続雇用制度を有する企
業の状況については97.0％で下記の通りとなっている。

従業員の退職管理の状況

時間外労働の削減のための取組の内容別企業数割合【複数回答】

継続雇用制度の有無別、制度の内容別企業割合（母集団：定年制を有する企業）  （%）

 （%） （母集団：時間外労働（残業）の削減を行っている企業）

資料出所：厚生労働省「平成26年『労働安全衛生調査』（労働環境調査）の結果」

資料出所：人事院「平成27年民間企業の勤務条件制度等調査の実施及び平成26年の調査結果について」

資料出所：厚生労働省「長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果」

労働基準関係法令違反があった
事業場数

上司に対
する指導

71.7

100.0 97.0 （90.9） （3.7） （1.4） （3.4） （0.1） （0.2） （0.3） 0.32.7

63.6 55.6 46.0 25.4 16.0 4.5 5.6

再雇用制度・
特殊関係
両方

勤務延長
制度・特殊
関係両方

特殊関係
のみ

再雇用制度・
勤務延長制度・
特殊関係全部

勤務延長
制度のみ

不明
継続
雇用
制度
が無い

※（　）内は継続雇用制度を有する企業を100とした場合
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今年の採用スケジュールが全体的に3～4ヶ月遅くなったことに
ついてどのように評価しますか。

現在、経団連による「採用選考に関する指針」により、一定のルール
を設けることについてどのようにお考えですか

「説明会等の公開」開始時期について、いつ頃が良いか

「採用選考」開始時期について、いつ頃が良いか

「(正式な)内定」の時期について、いつ頃が良いか

ルールを設けること
自体には賛成

良かった

悪かった

どちらとも
言えない

ルールを設けること
に反対で、全て自由
にすべき

分からない・
どちらでもない

74％

41％

6％

53％

21％

5％

労働行政レーダー
ヘッドライン

【中部三経協 採用活動に関する調査 中間報告】
　当協会は、愛知・三重の経営者協会と合同で、2016年度
の採用活動スケジュール変更に関する調査を行った。
　岐阜からは、10月13日（火）現在で124社から回答があ
り、下記の通りとなっている。中部三県の状況を取りまとめ
た最終報については、11月中旬頃発表予定です。

資料出所：厚生労働省「外国人技能実習生の実習実施機関に関する監督指導、
　　　　　送検の状況（平成26年）」

　平成26年に外国人技能実習生の労働基準関係法令違
反が認められた実習実施機関は、監督指導を実施した
3,918事業所のうち、2,977事業所であった。主な違反内
容は、労働時間25 . 8％で最も多く、続いて安全基準
23.5％、割増賃金の支払17.8％となっている。

外国人技能実習生受入事業所
労働時間関連の違反が最多

資料出所：厚生労働省「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の概要」

　女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方
針が策定。①女性採用比率、②勤続年数男女差、③労働
時間の状況、④女性の管理職比率 等の状況把握と分析
と共に定量的目標や取組内容の策定公表等が盛り込ま
れた内容となっている。

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律
平成28年4月1日施行

資料出所：総務省「統計トピックスNO.90　統計からみた我が国の高齢者（65歳以上）」

　65歳以上の高齢者人口が3,384万人となり、総人口に
占める割合は26.7％となった。前年と比べると89万人増と
大きく増加し、人口、割合共に過去最高となった。

高年齢者人口が過去最高

資料出所：厚生労働省「平成26年度新卒者内定取消し状況まとめ」

　平成26年3月に大学や高校を卒業予定であった人の
中で内定を取り消されたのは29事業所において60名、
うち2社は企業名が公表された。

 平成26年度新卒者60名が内定取り消し

　平成27年6月1日から、職場の受動喫煙防止対策（事業
者・事業場の実情に応じた適切な措置）が事業者の努力
義務となりました。
　事業者の皆様は、まず、事業場の現状を把握・分析し、
実行が可能な対策のうち、最も効果的なものを実施する
よう努めてください。
　受動喫煙防止対策を行う際には、その費用の一部を支
援する「受動喫煙防止対策助成金」をご活用ください。

職場の「受動喫煙防止対策」が
事業者の努力義務となりました

【問合せ先】岐阜労働局健康安全課TEL 058-245-8103

お知らせ（岐阜労働局より）

学部3年生(修士1年生)

学部4年生(修士2年生)

9月以前 10月 11月 12月 1月 2月

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月以降
6 3 5 0 0 0 0

3月
1 4 2 28 25 8 27

学部3年生(修士1年生)

学部4年生(修士2年生)

9月以前 10月 11月 12月 1月 2月

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月以降
46 8 11 6 17 2 2

3月
0 0 0 2 1 1 12

学部3年生(修士1年生) 学部4年生(修士2年生)

学部4年生(修士2年生)

2月以前 3月 4月 5月 6月 7月

9月 10月 11月以降
5 53 3

8月
1 1 0 11 12 10 11
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有限責任監査法人トーマツ
マネジャー（社会保険労務士）

神谷 喜代子 氏

第2回　人事・労務担当者養成セミナー

賃金とは（労基法第11条）
賃金の定義

賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問
わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべて
のものをいう

（結婚手当等であって労働協約、就業規則、労働契
約等によって予め支給条件の明確なものは賃金）

→ 結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金等の恩恵的給付
は原則として賃金とはみなさない

（昭和22.9.13発基17号、昭和22.12.9基発452号）

→ 労働者より代金を徴収するものは、原則として賃金で
はないが、徴収金額が実際費用の3分の1以下である
ときは、徴収金額と実際費用の3分の1との差額部分
については賃金とみなす

均等待遇（労基法第3条）
均等待遇・性別による差別の禁止

使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由と
して、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別
的取扱をしてはならない

最低賃金とは
最低賃金

・ 最低賃金法により保障される最低額の賃金のこと
・ 労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、

  その部分については無効とする。この場合において、
無効となった部分は、最低賃金と同様の定めをしたも
のとみなす

・ 最低賃金の概要を、労働者に周知させるための措置を
とらなければならない

・ 最低賃金を支払っていない場合は50万円以下の罰金

→ 信条とは、特定の宗教的もしくは政治的信念をいう
→ 社会的身分とは、生来の身分をいう

性別による差別の禁止（労基法第4条）
使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金
について、男性と差別的取扱いをしてはならない

最低賃金の対象とならない賃金
（1）臨時に支払われる賃金（結婚手当など）
（2）1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与など）
（3）所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われ
る賃金（時間外割増賃金など）

（4）所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金（休
日割増賃金など）

（5）午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払
われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額
を超える部分（深夜割増賃金など）

（6）精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

最低賃金額との比較方法
（1）時間給の場合
　  時間給≧最低賃金額（時間額）
（2）日給の場合
　  日給÷1日所定労働時間≧最低賃金額（時間額）
　  ただし、日額が定められている特定最低賃金が適用
される場合には、

　  日給≧最低賃金額（日額）    

（3）月給の場合
　  月給÷1ヶ月所定労働時間≧最低賃金額（時間額）
（4）上記1～3の組み合わせの場合
　  例えば基本給が時間給制で各手当（職務手当など）
が月給制などの場合は、それぞれ上記の（1）、（3）の
式により時間額に換算し、それらの合計したものを
最低賃金額（時間額）と比較する

→ 労働者が女性であることのみを理由として、あるいは
社会通念として又は当該事業場において女性労働者
が一般的又は平均的に能率が悪いこと、勤続年数が
短いこと、主たる生計の維持者ではないことなどを
理由とすること

→ 差別的な取扱いをするとは、不利に取扱う場合のみ
ならず有利に取扱う場合も含む

～ 賃金全般に関する法律論 ～

当該記事は執筆者の私見であり、有限責任監査法人トーマツの公式見解ではありません

注）日給を所定労働時間数で除した場合に、その金額が
地域別最低賃金額を下回る場合には当該地域別最低
賃金が適用される
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賃金支払の5原則（労基法第24条）
賃金支払の5原則

①通貨払い　②直接払い　③全額払い　④毎月1回以
上払い　⑤一定の期日払い

年次有給休暇の賃金（労基法第39条）
年次有給休暇の賃金

①通常の賃金　②平均賃金　③標準報酬日額

減給の制裁（労基法第91条）
減給の制裁

就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合
においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の
半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額
の10分の1を超えてはならない

平均賃金（労基法第12条）

計算方法

平均賃金

労働基準法等で定められている次の金額を算定する時
の基準となるもの
・ 解雇予告手当　・ 休業手当　・ 年次有給休暇の賃金
・ 休業補償等の災害補償　・ 減給制裁の制限

賠償予定の禁止（労基法第16条）
賠償予定の禁止

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又
は損害賠償を予定する契約をしてはならない

休業補償（労基法第26条）
休業補償

使用者の責めに帰すべき事由による休業には平均賃金
の6割を支払わなければならない
1日のうち一部を休業した日は6割との差額を支払わなけ
ればならない

割増賃金（労基法第37条）

計算式

割増賃金率

割増賃金

法定時間外・法定休日・深夜の時間帯に働かせた場合に
は、法令で定める率以上の率で算定した割増賃金を支
払わなければならない

割増賃金の基礎となる賃金から除外できるもの
（限定列挙）（労基則第21条）
※名称によらず実質により取扱うこと
・家族手当（扶養家族の有無・家族の人数に関係なく
一律に支給するものは除外できない）
・通勤手当（通勤に要した費用や通勤距離に関係なく
一律に支給するものは除外できない）
・別居手当
・子女教育手当
・住宅手当（住宅の形態ごとに一律に定額で支給するも
のは除外できない）
・臨時に支払われた賃金
・1ヶ月を超えるごとに支払われる賃金

・どの方法を取るかは使用者の自由だが、ある時は①で
ある時は②で…というようにその都度恣意的に選択す
ることはできない（昭27.9.20基発675号）
・どの方法を取るかは就業規則その他これに準ずるも
のによって予め定めておく必要があり、③の方法を取る
場合は、さらに労使協定の締結が必要

→ 実際に生じた損害について賠償を請求することを禁
止する趣旨ではない

割増賃金額 法定時間外
法定休日
深夜の時間帯

法定時間外労働

法定休日労働
1ヶ月60時間を超える時間外労働

割増率
25%以上
50%以上
35%以上

深夜労働 25%以上

当該記事は執筆者の私見であり、有限責任監査法人トーマツの公式見解ではありません

所定労働日（シフトで勤務日となっている日）に働かな
いことが、本人の理由であれば休業補償の義務はない
が、使用者の理由であれば休業補償が必要である。
契約書＝シフト＝実際の勤務・・・となるようにする。

ポイント

・ 海外研修・海外留学が業務命令に基づくもの
→労働基準法第16条に抵触する可能性あり
・ 業務命令ではなく、応募の有無や行き先（目的地）
等が自由意思で任されているもの＋労働契約とは
別の金銭消費貸借契約があり、帰国後の勤務の有
無に関係なく返還義務が生じるが一定期間勤務後
の返還義務を免除する趣旨の規定がある
→労働基準法第16条に抵触しない可能性あり

ポイント

に働いた
時間数× ×

※

※中小企業は適用猶予 （凡例）労基法は、労働基準法の略である

原則：

最低保障：

直前3ヶ月間の賃金総額（支給総額）
3ヶ月間の総日数（暦日数）

直前3ヶ月間の賃金総額（支給総額）
3ヶ月間の労働日数

×0.6

比較して高い方を
平均賃金とする

割増
賃金率

＝1時間あたりの
　賃金額


