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ワークス、働き方改革関連法に関する大手企業の対応状況調査を実施 

～ 労働時間の客観的把握や年次有給休暇の取得義務化、企業を襲う新たな労務リスクの脅威 ～ 

報道関係者各位 

2018 年 8 月 29 日 

株式会社ワークスアプリケーションズ 

 

 

 

 

株式会社ワークスアプリケーションズ（本社：東京都港区、代表取締役最高経営責任者：牧野正幸、

以下 ワークス）は、働き方改革関連法の成立に伴い、大手企業における対応状況調査を実施いたしま

したのでお知らせします。 

 

●2019 年 4 月より施行する働き方改革関連法。企業を襲う新たな労務リスクの脅威 

2018 年 6 月 29 日に参院本議会で「働き方改革関連法」1が可決・成立しました。働き手に対し、その

ニーズに即した公正で多様な働き方を実現し、生産性や労働意欲の向上を図ることが目的とされてい

ます。一方で企業にとっては、労働時間上限規制、年次有給休暇の付与義務、長時間労働者に対する

面談実施義務など、罰則付き規制が増えることで罰則適用の増加や罰金額の高騰化というリスクが懸

念されます。そのため、同法が施行される 2019 年 4 月から 2024 年 4 月にかけて、企業には同法に

伴う制度変更やシステム変更等において早急な対応が求められます。 

 

＜企業における働き方改革関連法の対応状況 ～人事部門のリアルな声～＞ 

▶  ＜労働時間の客観的把握＞所定外の労働時間の他に、法定外の総労働時間をシステムで集計してい

ないと回答した企業は 42%。また、休日労働時間は法定内休日と法定外休日に分けて集計してい

ないと回答した企業は 43%におよぶ。 

▶  ＜年次有給休暇 5 日の取得義務化＞年次有給休暇取得日数が年 5 日に満たない従業員は 100 名以

上いると回答した企業は 40%にのぼる。 

▶  ＜フレックスタイム制清算期間の上限延長＞2019 年 4 月から清算期間を 1 か月超の上限に定める

と回答した企業は、わずか 2%。85%の企業が清算期間を 3 か月にしないと回答。 

▶  ＜勤務間インターバル制度＞導入済みと回答した企業は 7%。2019 年 5 月以降で導入予定と回答

した企業はわずか 1%。 

 

●ワークス、企業のコンプライアンスマネジメント強化を支援し、企業価値を守るシステムを提供  

企業からは、“法で未決の部分が多いため、システム対応にまだ着手しきれない”といった声が多く寄

せられています。弊社では、今回のような省令やガイドラインの新たな発表に伴う税法改正や社内制

度変更等に対して、必要性が認められた機能はバージョンアップによって定額保守料の範囲内で標準

機能として製品に実装します。また、ユーザー企業向けには、同法対応において発生するさまざまな

作業を支援・代行するプロフェッショナルサービスの提供も行っています。 

 

ワークスは、コンプライアンスマネジメントの強化を図り、企業価値を守るシステムを提供し続ける

ことで、ユーザー企業に貢献してまいります。 

                                                   
1 正式名称:働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律 
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●働き方改革関連法を徹底解説！約 200 名が参加 

弊社では、2018 年 8 月から 9 月にかけ、働き方改革関連法

対応に関するセミナー『何する？いつする？ぜーんぶわか

る！働き方改革～システムから見た働き方改革関連法への対

応～』を開催いたしました。参加者へのアンケートにて、今

回の労働時間上限規制および年次有給休暇の取得義務化に対

する準備が「順調」と回答した企業数は、双方ともに全体の

わずか 6%でした。 

 

講師を務めた弊社コンサルタント／社会保険労務士 井口 克己からのコメント 

セミナーや多くの企業人事担当者と接する中で、今回の働き方改革関連法において企業の関心

が最も高いのは、「年次有給休暇 5 日の取得義務化」であると感じました。深刻化する人手不

足の現状に対し、現場は創意工夫を重ねて業務を回す中、ほぼ全社員に 5 日以上の休暇を取得させる

にはどうしたらよいのか。あるいは、長期休暇の取得奨励に向け、年 5 日の連続休暇取得を義務付け

る特別休暇を創設している場合、この特別休暇に加えて年 5 日の有給休暇を取得させることは非常に

難しい状況です。それぞれの状況において、各社は悩みを抱えています。また、実際の運用に関する

指針に不明確な点もまだあることから、具体的な対応に踏み出し切れないのも事実です。 

この改正に伴い、就業規則改定の準備や労働組合との意見のすり合わせ、罰則強化に対応するための

勤怠システムの改修など、企業が取り組まなければいけないことは多くあります。2019 年 4 月の施

行まで 7 か月程度しかなく、準備期間は非常に短いです。その準備にあ

っては、本法案をきちんと理解した顧問の弁護士や社会保険労務士、シ

ステムベンダー等に相談して、効果的に進めていただきたいと思

います。 

 

株式会社ワークスアプリケーションズ 顧客支援 Div. Vice President  

コンサルタント／社会保険労務士 井口 克己 

 

 

●働き方改革への対応や、より一層の業務生産性向上を支援するプロフェッショナルサービス 

働き方改革への対応や、より一層の業務生産性向上が求められる中、 システム領域にとどまらない業

務改善に関するアドバイスや、 不足する工数を補完できる人材が欲しいとのご要望をお客様より多く

いただきます。 ワークスでは、このような課題の解決を図るプロフェッショナルサービスをご用意し

ております。詳細は、以下の URL からご覧ください。 

URL：https://www.worksap.co.jp/proservice/ 

  

1,300 企業グループ以上、 20 年分のお客様の声をサービスに反映 

数多くのお客様から寄せられた “こんなサービスがあれば” という意見を形にすべく、また過

去にご提供してきたサービスに対して頂戴したさまざまなフィードバックをもとに、サービス構

成を設計しました。 

 “ 

” 
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製品知識とサービスノウハウを備えた人材 

体系化された製品知識の研修に加え、過去の事例等をもとに構成したロールプレイングや

e-learning など、サービス提供に必要なさまざまなノウハウがインプットされた人材が揃ってい

ます。 

 

高品質なサービスデリバリーを実現する組織体制 

担当コンサルタント、サービスマネジャー、開発部門、コールセンターなど、問題解決に向けた

全社的なバックアップ体制とサポートツールをもとに、高品質のサービス提供が可能な体制を整

えています。 

 

 

 

●調査レポート：働き方改革関連法に関する大手企業の対応状況 

＜調査概要＞期間：2018 年 7 月 17 日～8 月 22 日、対象：国内大手企業 169 社（ワークス調べ） 
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2 厚生労働省「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」（平成 30 年 7 月 6 日公布）概要  

『使用者は、10 日以上の年次有給  休暇が付与される労働者に対し、５日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする。』 

https://www.mhlw.go.jp/content/000332869.pdf 

労働時間上限規制 

システム上で時間管理の区分*を保持する項目を

明示的に管理していますか。 

（*管理監督者、通常の時間管理、フレックスタイム制

適用者、1 か月単位の変形労働制適用者等） 

所定外の労働時間の他に、法定外の総労働時間を

システムで集計していますか。 

休日労働時間は法定内休日と法定外休日に分けて

集計していますか。 

現在、従業員の年次有給休暇取得促進のため

に、施策を実施していますか。 
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今回の法改正に伴い、新たに年次有給休暇の取得

促進を図る施策の実施予定はありますか。 

現在、年次有給休暇の取得日数が年 5 日以下の従

業員は何名程度いますか。 

フレックスタイム制 

フレックスタイム制の清算期間の上限を、1 か月

を超える期間にする予定はありますか。 

左記質問に「実施予定」ないし「検討中」と回答

した方において、清算期間は何か月にする予定で

すか。 

清算期間の延長は、例えば、「7～9 月の 3 か月」の中で労働時間の調整が可能となるため、子育て中の親が 8

月の労働時間を短くすることで、夏休み中の子供と過ごす時間を確保しやすくなる、といったイメージである。

フレックスタイム制の場合、就業規則の定めと労使協定の締結が採用要件である。これまでは、労働基準監督

署に労使協定の届け出は不要であった。しかし、改正後は清算期間が 1 か月を超える場合には届け出が必要

になる。 

 

 

年次有給休暇取得促進の施策としては、経営会議やコンプライアンス部門等と連携し、チェック体制を設けて

いるという回答があったほか、独自の制度を設けて推進活動を行っている、取得予定日数の目標値を設定して

進捗管理している、月次で取得状況をまとめ、ポータルサイトに掲載/各部門に送付して個別フォローを実施

している等、さまざまな回答があった。 
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◆ 株式会社ワークスアプリケーションズについて 

商号 株式会社ワークスアプリケーションズ 

設立 1996 年 7 月 

代表取締役 

最高経営責任者 
牧野 正幸 

資本金 114 億 9,118 万 6,175 円 

本社所在地 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 19 階 

事業内容 
大手企業向け ERP パッケージソフト「HUE®」および「COMPANY®」の開発・販売・

サポート 

従業員数 7,599 名（連結） ※2017 年 6 月末時点 

売上高 50,089 百万円（連結） ※2017 年 6 月末時点 

Web サイト https://www.worksap.co.jp/ 

 

勤務間インターバル制度 

勤務間インターバル制度は導入していますか。 

就業規則および諸規定の改定 

働き方改革関連法の施行に伴い、必要となる就業

規則および諸規定の改定作業はどのように進める

予定ですか。 
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