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本商品の 大コンテンツ

１ Ｑ＆Ａ　＝あなたの疑問をズバリ解決＝

２ 人事労務キーワード解説

３ メールマガジン

４ トレンド情報

５ コンプライアンス・チェック　＝不祥事から会社とあなたを守る！＝

企業活動の基幹となる法務・人事

4,000件の具体的なQ&Aと、法的根拠に基づいたわかりやすい解説で、
素早く問題を解決できます。

労基法をはじめ、育介法、均等法、パート労働法、派遣法等の人事労務に関する
約570のキーワードごとに、トラブル回避のポイントとキーワードの詳細解説を
登載しています。

最新の法改正情報、トピックスを２週間に一度お届けします。

企業を取り巻くトレンド情報をお届けします（弊社雑誌『会社法務A2Z』）。

日常行為の適法性をチェックできます。何が問題なのか、法的根拠、対応策が
確認できます。

55本商品の 大コンテンツ5
▶「この処理は、法的に問題ない？」営業部門からの問合せに窮した・・・

誰でも経験があ誰でも経験がある「こんなときどうする？」に
本商品がお応えします。本商品がお応えします。

誰でも経験がある「こんなときどうする？」に
本商品がお応えします。

▶長年行ってきた処理。もしかしたら、法令違反かも・・・

▶法令が変わった。具体的にどう対応すればいいのか分からない・・・



大ポイント

充実のコンテンツがワンストップサービスで利用できます！

人事労務
法務

経理

量

質

速

労務・経理の疑問に応えるWebデータベース

見逃せない話題や法改正情報を常にキャッチアップ！見逃せない話題や法改正情報を常にキャッチアップ！
メールマガジン等でメールマガジン等で実務に直結した情報をスピーディにお届けします。実務に直結した情報をスピーディにお届けします。

弁護士を始めとしたエキスパートによる執筆・監修でクオリティを追求！弁護士を始めとしたエキスパートによる執筆・監修でクオリティを追求！※

インターネット上の不確かな情報とは一線を画します。インターネット上の不確かな情報とは一線を画します。

圧倒的な情報量で企業活動をサポート！圧倒的な情報量で企業活動をサポート！
好評の加除式実務書籍18巻分・約15,000頁の情報が収録されています。好評の加除式実務書籍18巻分・約15,000頁の情報が収録されています。
圧倒的な情報量で企業活動をサポート！
好評の加除式実務書籍18巻分・約15,000頁の情報が収録されています。

見逃せない話題や法改正情報を常にキャッチアップ！
メールマガジン等で実務に直結した情報をスピーディにお届けします。

弁護士を始めとしたエキスパートによる執筆・監修でクオリティを追求！※

インターネット上の不確かな情報とは一線を画します。

※各分野の主な執筆陣　現在　総勢66名（今までに携わった執筆者　延べ366名）

量

3大ポイント3

こんなときどうする
会社役員の責任Q&A 編集代表　渡邊 　顯（弁護士）

株主総会の運営と決議Q&A 監修　尾崎 安央（早稲田大学法学学術院教授）

こんなときどうする
労働・社会保険事務手続きQ&A

執筆　石山 隼人（社会保険労務士、労務コンサルタント）
執筆　小林 包美（社会保険労務士、労務コンサルタント）
執筆　佐藤 宏子（社会保険労務士、労務コンサルタント）

こんなときどうする
パート・アルバイト・嘱託・派遣・出向
＝人材活用と労務管理＝Q&A

編集代表　牛嶋 　勉（弁護士）

こんなときどうする
会社の法務Q&A 編集代表　川島 英明（弁護士）

こんなときどうする
会社の税務Q&A

編集代表　柳澤 義一（公認会計士・税理士）
　　　　　藤田 世潤（公認会計士・税理士）

こんなときどうする
＝会社の法務＝
企業活動トラブル対策Q&A

編集代表　芥川 　基（弁護士）

シリーズ労働基準法
キーワードでわかる人事労務 
トラブル回避の手引き

執筆　村木 宏吉（元・労働基準監督署長、
　　　　　　　　労働衛生コンサルタント）

図解
法令遵守チェックマニュアル
不祥事から会社とあなたを守る…

編集代表　河村 寛治（明治学院大学大学院法務職研究科教授）
　　　　　宮田 正樹（元・株式会社日本製鋼所法務専門部長、
　　　　　　　　　　二松学舎大学大学院非常勤講師、
　　　　　　　　　　帝京大学非常勤講師）
　　　　　河西 　潔（ジャパンフーズ株式会社）
　　　　　林 　大介（株式会社インテリジェンス ジェネラル・
　　　　　　　　　　カウンセル、ニューヨーク州弁護士）

平成24年9月現在

Q&A
解説

記事



人事労務

法務

経理

平成24年９月現在

ほか1,972問

ほか1,199問

ほか862問

4,000件の具体的なQ&Aと、法的根拠に基づいたわかりやすい解説で、素早く問題を解決できます。

１ Ｑ＆Ａ　＝あなたの疑問をズバリ解決＝

●内容証明郵便の文例
●社員または委託先から個人惰報が漏れたときは
●消費者契約法に基づく中途解約

●借地権を譲渡したいのだが，どうすればよいか
●同じ業界の会社が使った新聞広告が評判なので使ってみたいのだが
●政治結社を名乗る団体からの機関紙購読要求
●異常なクレームを付けてくるお客さんに対する対策は

●工事に欠陥が見つかった場合の対処は
●取引先の資力・経営状況を知るには
●根抵当権と抵当権との違いは
●売掛先が支払の猶予を求めてきたら
●取引先が債務の一部しか支払ってこないときは
●手形・小切手で支払をする場合の注意点は
●取立てに回した手形が不渡りになりそうなときは

●インターネットのホームページに出版物の内容が転載された場合
●取締役会で取引継続を決めた会社が倒産
●役員個人の金銭トラブルに対する会社へのクレームの対応策
●口頭での不明確な注文と契約の成否

●下請業者の仕事のミス・遅延と発注元からのクレーム
●手形上に但書の記載のある手形
●事業年度を変更した会社の取締役の任期は
●書面または電磁的記録によって決議をしたときの取締役会議事録の作成方法は
●会計監査人の解任手続き
●会社役員が目的の範囲外の投機取引をして会社に損害を生じさせた場合の責任は
●役員個人が利用するゴルフクラブの入会金等を会社が負担した場合には役員給与となるか
●株主総会における議決権行使結果の開示
●株主総会直後の取締役会運営上の留意事項
●役員退職慰労金の廃止および月次報酬への切替え

●労働条件が求人広告と異なったら
●試用期間中に解雇したいのだが
●採用内定者に対し，内定の取消しあるいは自宅待機をさせたいのだが
●派遣社員とのトラブル
●派遣社員の不法行為責任
●派遣社員の引き抜き派遣社員 引き抜き

●●
●解雇はどのようなときに可能か解雇はどのようなときに可能か ―従業員の私生活上の非行では従業員の私生活上の非行では

ほか1 199問
●パート・アルバイトの労働契約が反復更新した場合パート・アルバイトの労働契約が反復更新した場合

●募集・採用における性差別の禁止
●解雇はどのようなときに可能か ―従業員の私生活上の非行では

●パート・アルバイトの労働契約が反復更新した場合

●就業規則の不利益変更は許されるか
●55歳以上の社員の賃金半減措置は違法か
●従業員の不正行為と賃金との相殺
●役職者の賃金カット
●年俸制と時間外・休日・深夜手当
●管理監督者の範囲（名ばかり管理職）
●大地震・原発事故の影響による不就労と賃金・休業手当の支払義務
●天災で資金繰りに窮したときの対応は
●解雇はどのようなときに可能か ―従業員の職務上の不適格・非行では

●外国人労働者が労災事故にあったら
●放射能汚染の恐れを理由に外国人労働者が一時帰国した場合に解雇できるか
●禁止されているマイカー通勤での社員の交通事故
●上司の性的言動によるいやがらせ
●ホームページを開き，会社の上層部に対する批判を掲載した従業員

●震災の影響による労働者派遣契約の中途解除

●売掛債権の決算手続
●東日本大震災に係る会計処理等の留意点
●自社利用ソフトウェアの開発時の税務処理について
●内容不明の振込金
●第三者に債務の引受けを依頼する場合
●仮差押えによる債権の保全
●債務超過会社からの債権回収

●社内コンペ，社外コンペ（事業関係者）
●役員だけでレクリエーション

●債務超過会社からの債権回収

●ホームページの制作費の扱いホームページの制作費の扱い

役員だけでレクリ シ

●サンプル品やデモ商品は棚卸資産かサンプル品やデモ商品は棚卸資産か

●被災した取引先を支援する際の取扱い被災した取引先を支援する際の取扱い

●ホームページの制作費の扱い

●サンプル品やデモ商品は棚卸資産か

●被災した取引先を支援する際の取扱い

●送別会において上司に暴言を吐いたことを理由に降格処分
●営業成績不振の社員の賃金切下げ
●ボーナス支給について出勤率90％以上を条件とすることは可能か
●うつ病で退職した社員から労災主張
●帰宅途上けんかをして罰金刑を受けた社員の懲戒処分
●元役員である顧問が勝手に行った商取引
●解雇した社員から解雇の理由を書面で出して欲しいと要求
●インターネットでパート・アルバイトを募集する際の留意事項

●外注先から納期前納入の要請があった場合の処理方法
●伸び続ける物流費の管理方法
●退職給付会計と税務
●こんなものも収益
●社長の残業手当は認められるか
●退職金が年金払いになったときの税金
●どこまで交際費，その範囲は？
●5,000円以下の飲食費の交際費等からの除外
●渡し切り交際費は給与として扱われる

●会長の叙勲パーティー費用
●ゴルフクラブの会員権と名義書換料
●得意先に対する奨励金とセールスマンに対する奨励金の支給
●使途不明金の追加課税
●寄附金とは，税務上の取扱いは
●買換資産の先行取得は認められるか
●会社を分けて二人の息子に
●固定資産の売買と消費税
●領収書を電子メールで送った場合の印紙税は
●相続により取得した不動産を売ったときの税金は
●独身の平社員から部長まで，モデルケース別個人税金比較

●借地権を譲渡したいのだが どうすればよいか

●取立てに回した手形が不渡りになりそうなときは ●●会計監会計監査人の査人の解任手解任手続き続
●●会会社役会社役員が目員が目員が 的の範的の範的の範囲外囲外外囲
●●●●●役員個役員個役員個役員個人が利人が利人が利人が利用する用する用する用するゴゴゴルゴル

●パソコンを誤操作して注文した場合に商品を返品できるかパソコンを誤操作して注文した場合に商品を返品できるか

●下請業者の仕事のミス 遅延と発注元からのクレ ム

●確定していた注文の大量キャンセル

●消費者契約法に基づく中途解約

●工事に欠陥が見つか た場合の対処は

●役員
●●●●●口頭口口●相手方の所在不明のとき解除はどうするのか相手方の所在不明のとき解除はどうするのか

●パソコンを誤操作して注文した場合に商品を返品できるか

●確定していた注文の大量キャンセル
●相手方の所在不明のとき解除はどうするのか



解説

QA 日常で起こりうる具体的な設問Q

簡潔でわかりやすい回答A

目次検索 キーワード検索

充実の検索機能充実の検索機能充実の検索機能

目次検索・キーワード検索を
利用して、目的のQ&Aを探せます。

参照法令リンク機能

実務対応の
ポイントを掲載

該当条文へダイレクトに
リンクします。 課題となる論点を整理し、

解説を行っています。



労基法をはじめ、育介法、均等法、パート労働法、派遣法等の人事労務に関する約570の
キーワードごとに、トラブル回避のポイントとキーワードの詳細解説を登載しています。

２ 人事労務キーワード解説

代休付与命令 海外派遣 割増賃金 ダイバーシティ

裁量労働
個人請負

再雇用制度
解雇予告

代替休暇
手待ち時間

変更解約告知 損害賠償額の予定

派遣適用除外業務 就業規則の不利益変更

アウトソーシング

依願退職

育介指針

育児休業期間中の賃金等

遺族補償

委託募集

一定期日払いの原則

一般労働者派遣事業

委任契約

医療関連業務

請負契約

請負事業の一括

衛生管理者

海外派遣

解雇
解雇の事由

介護休暇

介護労働者

会社分割

改善命令

隔日勤務

過重労働

過労死

完全失業率

監督組織

外国人労働者

企業名の公表

危険有害業務

季節的業務

希望退職 キャリア形成
休暇・休業

休業手当

休日出勤

休日の振替
給付基礎日額

強制労働

均等待遇

勤務延長制度

偽装請負

行政官庁

業務災害
慶弔休暇

契約期間

コアタイム

後見人

公務災害

個人請負

個人情報の保護

雇用契約

最低賃金

サービス残業

財形貯蓄

昇進

ストック・オプション
セーフティネット

退職金・退職手当

通勤災害

年次有給休暇

派遣先指針

分割計画、分割契約

ワーク・ライフ・バランス

トラブル回避・課題解決のポイントが
簡潔明瞭に整理されています。

キーワードの詳細な内容を具体的に
解説しています。

関連キーワード

根拠法令

関係通達

理解を深める
関連キーワード、根拠法令、
関係通達へのリンク



最新の法改正情報、トピックスを２週間に
一度お届けします。

企業を取り巻くトレンド情報をお届けします
（弊社雑誌『会社法務A2Z』）。

日常行為の適法性をチェックできます。何が問題なのか、法的根拠、対応策が確認できます。

３ メールマガジン ４ トレンド情報

５ コンプライアンス・チェック　＝不祥事から会社とあなたを守る！＝

解説チェックリスト

＜イメージ＞

チェック結果を踏ま
え、何が問題なのか、
法的根拠、対応策等を
確認できます。

問題行為に関する
キーワードから、
日常行為の適法性を
チェックできます。



〈412040〉　　［1209］
ネットQA （412049）2012.9 SE

TEL　  0120‒203‒694　FAX　  0120‒302‒640

商品の詳細・お申し込みは

商品に関するご照会・お申し込みは ※弊社担当社員に直接ご連絡いただくか、フリーダイヤルをご利用ください。 
※フリーダイヤル（TEL）：受付時間は土・日・祝日を除く9：00～17：30とさせていただきます。
　フリーダイヤル（FAX）：24時間受け付けておりますので、併せてご利用ください。 

37,800円（本体36,000円）

あらゆる会社に起こりうる「こんなときどうする？」をトータルカバー
総務部門にお届けする法律実務のバリューセット

年会費（1ID）

CLI
CK!第一法規　こんなとき 検　索

推奨環境OS Microsoft WindowsXP／7 WEBブラウザ Microsoft Internet Explorer7／8

※推奨環境下の利用においても、お客様が保有するその他のソフトウェア及びアプリケーション等の影響による誤作動・作動不良については、弊社は一切責任を負いません。

ご利用者様の声 ※リニューアル前の『lalalaw（ララロー）』ご利用のお客様の声です。

当社では「高年齢者雇用安定法」の改正に伴い、定年退職者を契約社員として再雇用する継続雇用制

度を作りましたが、その方針を決定するに当たって本商品の事例を参考としました。

（機械製造業　総務部法務担当）

予防法務の観点から、有効に活用できます。

ウチの社風はよく言えば大らかで包容力があり、悪く言えば危機感の足りない甘い体質そのものです

が、最近は業績の低迷もあり、殺伐とした雰囲気が漂うことも多くなってきました。先日も、社員間の飲

み会でパワハラ問題へ発展し、どのように解決しようかと悩みましたが、本商品に何とピッタリの事例

があって助かりました。 （サービス業　人事担当）

専門家による回答ですので、自信を持って対応できます。

社会保険労務士という職業柄、クライアントである企業の皆さんからは、さまざまな相談が寄せられま

す。相談によっては、法的根拠があいまいなものも多々ありますが、そのようなときにこの商品を利用し

て適切なアドバイスができるようにしています。何より事例がたくさん掲載されているので、必要な情

報に辿り着けるのがいいですね。 （全国社会保険労務士会連合会　最高顧問　大槻哲也 氏）

専門家も一目置く情報ツールです。

法改正
に対す

る

適切な
対応が

できま
した！

何とピ
ッタリ

の

事例が

ありま
した！

私も利
用者で

す！


