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は、労働日数が少ない者については、賃金の総額を暦日数で除
したときに平均賃金が不当に低くなるおそれがあります。そこ
で、このような場合の平均賃金については、「賃金の総額をそ
の期間中に労働した日数で除した金額の100分の60」を最低保
障することになっています。H19-3A

【日給者等の最低保障額①】

× ₆0％
３箇月間に支払われた賃金の総額

３箇月間の労働日数

なお、「賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定
められた場合」、つまり、基本給は日給制等になっているものの、
手当は月給制等で支払われているような場合は、「その部分（月
給制等で支払われた部分）の総額をその期間の総日数で除した
金額と前記の金額（最低保障額①）の合算額」を最低保障しま
す（日給制等の部分についてのみ、最低保障をかけます）。
【日給者等の最低保障額②】

３箇月間に支払われた
月給等の総額

３箇月間の総日数

３箇月間に支払われた
日給等の総額

３箇月間の労働日数
＋ × ₆0％

3 賃金支払₅原則（法24条） A

賃金は、「①通貨で、②直接労働者に、③その全額を、④毎
月一回以上、⑤一定の期日を定めて」支払わなければならない
ことになっており、これを賃金支払５原則といいます。もっと
も、学習する上で大切なのは、この５原則の「例外」がどうな
っているのかということになります。

賃金支払５原則

①　通貨払の原則
②　直接払の原則
③　全額払の原則
④　毎月１回以上払の原則
⑤　一定期日払の原則

ここは大事！
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�	 通貨払の原則※1（法24条１項）

「賃金は、通貨で支払わなければならない。ただし、法令若
しくは労働協約に別段の定めがある場合又は一定の賃金につい
て確実な支払の方法で一定のものによる場合においては、通貨
以外のもので支払うことができる。」とされています。したが
って、次の２つの場合には、賃金を通貨以外のもので支払うこ
とができます。H25-7アウ

〈１．法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合〉※2

現在のところ法令で定められているものはありませんので、
通勤定期乗車券のような現物給与を支払う場合には、労働協約
に定めることが必要になります。H21-4A

〈２．�一定の賃金について確実な支払の方法で一定のものによ
る場合〉

使用者は、労働者の同意を得た場合には、次の方法により賃
金を支払うことができます。H20-3B※3

労使協定に定めた
ら？
労使協定に定めても賃
金を通貨以外のもので
支払うことはできな
い。H20-3A

※１発 展

使用者は、賃金を、銀
行に対する労働者の預
金への振込みによって
支払うためには、当該
労働者の同意を得なけ
ればならない。
解答：〇（H20-3B）

※３過去問

労働者の範囲は？
労働協約の定めによっ
て通貨以外のもので支
払うことが許されるの
は、その労働協約の適
用を受ける労働者に限
られる。

参 考 ※２

①

賃金及び退職手当の支払について、労働者が指定する銀行、郵便局
等の金融機関に対する当該労働者の預金若しくは貯金への振込み、
又は、労働者が指定する金融商品取引業者（第１種金融商品取引業
を行う者に限る。）に対する当該労働者の預り金（所定の要件を満
たすものに限る。）への払込みによること（則７条の２,１項、２項）

②

退職手当の支払について、銀行振出小切手、銀行支払保証小切手、
郵政民営化法に規定する郵便貯金銀行がその行う為替取引に関し負
担する債務に係る権利を表章する証書を交付する方法によること
（則７条の２,２項）

口座振込等を行えるかどうかは労働者本人の同意があ
るかどうかによる。労使協定があるかどうかによるの
ではない。

試験
対策

�	 直接払の原則※4（法24条１項前段）

「賃金は、直接労働者に支払わなければならない。」とされて
います。H25-7イ H27-4A したがって、賃金を、労働者の代理人
等に支払ってはいけません。H21-4B また、労働者が賃金債権を

派遣先の使用者経由
は？
派遣中の労働者の賃金
を派遣先の使用者を通
じて支払うことについ
ては、派遣先の使用者
が派遣中の労働者本人
に対して派遣元の使用
者からの賃金を手渡す
ことだけであれば、直
接払の原則に違反しな
い。

※４発 展
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譲渡した場合であっても、その賃金債権の譲
ゆずり

受
うけ

人に対して賃金
を支払うことは禁止されています。H21-4C ただし、本人が病気
であるときなどに妻子等の使者（賃金を本人に支払うのと同一
の効果を生ずる者）に支払うことは差し支えありません。

�	 全額払の原則※1※2（法24条１項）

「賃金は、その全額を支払わなければならない。ただし、法
令に別段の定めがある場合又は労使協定がある場合において
は、賃金の一部を控除して支払うことができる。」とされてい
ます。H25-7エこの「控除」には、「相殺」も含むものとされて
おり、使用者が労働者に対して有する債権（例えば、労働者が
使い込んだ出張旅費等）と賃金とを、使用者側から一方的に相
殺することは許されないとされています。H26-3オまた、次の２
つの場合には賃金の一部を控除して支払うことができます。

〈１．法令に別段の定めがある場合〉

所得税や地方税の源泉徴収、社会保険料の源
げん

泉
せん

控除などのこ
とです。

〈２．労使協定がある場合〉

購買代金や社宅費・寮費、組合費などを賃金から控除するた
めには、労使協定を締結することが必要になります。 H18-2A 	
H20-3E ※3なお、当該労使協定を行政官庁に届け出る必要はあり
ません。

この労使協定は、その締結によって労使協定に定めるところ
によって賃金を控除しても（つまり、全額払をしなくても）、
労働基準法違反の罰則の適用を受けないとする効力（免罰的効
力といいます。）を有しています。ただし、免罰的効力がある
といっても、労使間での賃金の支払方法の契約ではありません
ので、実際に賃金から控除するには、就業規則、労働契約等で、
その旨を定める必要があります。

使用者は、賃金の全額
を支払わなければなら
ないが、労働協約に別
段の定めがある場合に
限って、賃金の一部を
控除して支払うことが
できる。
解答：×（H20-3E）
解説：賃金の一部を控
除して支払うことがで
きるのは、「労働協約
に別段の定めがある場
合」ではなく、「法令
に別段の定めがある場
合又は労使協定がある
場合」である。

※３過去問

欠勤控除は？
労働者の自己都合によ
る欠勤、遅刻、早退が
あった場合に、労働の
提供がなかった限度で
賃金を支払わないこと
は、当該「控除」では
なく、全額払の原則に
反しない。

参 考 ※１

過払賃金の精算は？
前月分の過払賃金を当
月分で精算する程度
は、賃金それ自体の計
算に関するものである
（労働者の経済生活の
安定を脅

おびや

かすほどのも
のではない）から、全
額払の原則に反しな
い。H21-選B �H27-4B �

参 考 ※２
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【参考】次のような端数処理は、労働基準法違反ではない。

①
１箇月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の
合計に１時間未満の端数が生じた場合に、30分未満の端数を切り捨
て、それ以上を１時間に切り上げること H19-3E 	 H25-3B

② １時間当たりの賃金額及び割増賃金額の１円未満の端数を四捨五入
すること H25-3B

③ １箇月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の割増賃金
の総額の１円未満の端数を四捨五入すること H25-3B

④ １箇月の賃金支払額（賃金の一部を控除して支払う場合には控除し
た額）の100円未満の端数を四捨五入すること

⑤
１箇月の賃金支払額（賃金の一部を控除して支払う場合には控除し
た額）に生じた1,000円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して
支払うこと H18-5A 	 H24-1A

労使間の合意によって使用者が労働者に対して有する
債権と労働者の賃金債権を相殺することは、それが労
働者の完全な自由意思によるものである限り、全額払
の原則に違反しない。H25-7オ

試験
対策

�	 	毎月一回以上払及び一定期日払の原則（法24条２項、則８条）
「賃金は、毎月一回以上、一定の期日※4を定めて支払わなけ

れば※5ならない。ただし、臨時の賃金等については、この限り
でない。」とされています。具体的には、次の「臨時の賃金等」
については、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなくて
も差し支えありません。H20-3C

① 臨時に支払われる賃金
② 賞与
③ １箇月を超える期間の出勤成績によって支給される精

せい

勤
きん

手当
④ １箇月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当

⑤ １箇月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給又は
能率手当

注�）「賞与」とは、定期又は臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給
されるものであって、その支給額があらかじめ確定されていないものをいう。
したがって、年俸制で毎月払い部分と賞与部分を合計して「あらかじめ年俸額
が確定」している場合の賞与部分は「賞与」には該当しない。

たとえ年俸制の場合であっても、賃金は、毎月一回以
上、一定の期日を定めて支払わなければならない。

試験
対策

「一定の期日」とは？
「一定の期日」とは、
その日が特定されるこ
とをいうので、月給の
場合、支払日を「毎月
25日」や「月の末日」
と定めてもよいし、週
給の場合は「金曜日」
と定めてもよい。しか
し、月給の場合に「第
３金曜日」などとする
ことは特定したことに
ならず認められない。

H27-4E

※４発 展

所定支払日が休日の
場合は？
賃金の所定の支払日が
休日に当たるような場
合には、その前日に払
うこととしても翌日に
払うこととしても差し
支えない。

※５発 展
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【賃金支払₅原則とその例外のまとめ】
賃金支払の５原則 例外・留意事項（※）

通貨払の原則

①�　法令に別段の定めがある場合（現在のとこ
ろなし）

②　労働協約がある場合
　※�　労働協約の適用を受ける労働者のみ例外
が認められる

③�　一定の賃金について確実な支払の方法で一
定のものによる場合（労働者の同意を得た場
合における口座振込による方法等）

直接払の原則

○　使者に支払う場合
　※�　代理人、委任を受けた者に支払うことは
できない

　※�　賃金債権が譲渡された場合であっても、
その譲受人に支払うことはできない

全額払の原則
①　法令に別段の定めがある場合
②　労使協定がある場合

毎月１回以上払の原則
一定期日払の原則

①　臨時に支払われる賃金
②　賞与
③�　臨時に支払われる賃金、賞与に準ずるもの
で１箇月を超える期間を算定の基礎とする一
定の賃金

4 非
ひ

常
じょう

時
じ

払
ばらい
（法25条、則₉条） B

「使用者は、労働者が出産、疾病、災害等の非常の場合の費
用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっ
ても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。」
とされています。H26-4A

なお、「既
き

往
おう

の労働に対する賃金」ということですから、未だ
労務の提供のない部分についてまで支払う必要はありません。

また、ここでいう「非常の場合」とは、労働者又はその収入
によって生計を維持する者※1が、次のいずれかに該当した場合
です。

労働者の収入
によって生計

を維持する者
労働者が扶養の義務を
負っている親族のみに
限らず、労働者の収入
で生計を営む者であれ
ば、親族でなく同居人
であっても差し支えな
いが、親族であっても
独立の生計を営む者は
含まれない。

語
句

※１

① 出産し、疾病にかかり、又は災害をうけた場合
② 結婚し、又は死亡した場合
③ やむを得ない事由により１週間以上にわたって帰郷する場合

この表はしっかり

覚えましょう！
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5 休業手当（法26条） A

「使用者の責
せめ

に帰すべき事由による休業の場合においては、
使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の
60以上※2の手当を支払わなければならない。」とされています

（使用者に労働者の生活保障が義務付けられています）。
なお、「使用者の責に帰すべき事由※3による休業」に該当す

るかどうかを整理すると、次表のようになります。
 H22-3E 	 H23-6A 	H24-1C 	H26-4BC 	H27-5DE

使用者の責に帰すべき事由
による休業に該当するもの

使用者の責に帰すべき事由
による休業に該当しないもの

・経営障害（材料不足・輸出不
振・資金難・不況等）による休
業

・予告なしに解雇した場合の予告
期間中の休業

・新規学卒採用内定者の自宅待機

・天災地変等の不
ふ

可
か

抗
こう

力
りょく

による休
業

・労働安全衛生法の規定による健
康診断の結果に基づいて行った
休業

・ロックアウトによる休業（社会
通念上正当と認められるものに
限る）

・代休付与命令による休業

一部休業の場合は？
１日の所定労働時間の
一部のみの休業の場合
で、現実に就労した時
間に対する賃金が平均
賃金の６割に満たない
ときは、その差額以上
の休業手当を支払わな
ければならない。

H27-5B

※２発 展

所定労働時間が短い
場合は？
その日の労働時間がた
またま短く定められて
いたとしても、平均賃
金の６割以上の休業手
当を支払わなければな
らない。

※３発 展

①�　所定休日については、休業手当を支払わなくても
よい。H18-2C 	H27-5AC
②�　派遣労働者について、使用者の責に帰すべき事由
があるかどうかの判断は派遣元の使用者についてな
される。H18-2E

試験
対策

不況期には、「一時帰休」や「自宅待機」などの言葉が
新聞を賑わすものですが、これらの場合は、「休業手当の
支払義務が発生している」ことにも考えを及ぼしてみまし
ょう。

●ひ●と●こ●と
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当該保障においては、少なくとも平均賃金の60％程度
を保障することが妥当であると解されている。

試験
対策

【休業手当と出来高払制の保障給】

使用者に責任がある休業

出来高払制等

休業手当

保障給
賃金の保障

6 出
で

来
き

高
だか

払
ばらい

制
せい

の保障給（法27条） B

「出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、
使用者は、労働時間に応じ※1一定額の賃金の保障をしなければ
ならない。」とされています。H26-4E

これは、出来高が少ない労働者についても、労働させた以上
は、その時間に応じて一定額は支払いなさいということである
とともに、材料手待や原料粗悪等のため出来高が少なくなった
場合の損失を労働者に一方的に押しつけてはいけませんという
ことでもあります。

労働者が労働してい
ない場合は？
本条の保障給を支払わ
なくてもよい。

参 考 ※１

ミニテストに

チャレンジ！
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ミニテスト
解　答

労働基準法で「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。（ ）
労働基準法で「平均賃金」とは、これを算定すべき事由の発生した
日以前６箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その
期間の労働した日数で除した金額をいう。（ �❶）
平均賃金は、賃金締切日がある場合には、原則として、直前の賃金
締切日を起算日として算定する。（ �❶）
労働者に法定代理人がいる場合であっても、賃金をその法定代理人
に支払うことはできない。（ �）
賃金は、財物で、支払わなければならない。（ �）

賃金は、その全額を支払わなければならない。（ �）

賃金は、直接労働者に、支払わなければならない。（ �）

賃金は、いかなる場合であっても、毎月１回以上支払わなければな
らない。（ �）
出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者
は、出来高に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。（ ）
いわゆる出来高払制の保障給については、労働時間にかかわらず一
定額としなければならない。（ ）

使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める
の費用に充てるために請求する場合においては、 で

あっても、 に対する賃金を支払わなければならない。（ ）
に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、

休業期間中当該労働者に、その平均賃金の 以上の手当を支
払わなければならない。（ ）

【〇×チェック】

1
１

2
2

3
2

4
3

5 3

6 3

7 3

8
3

9
6

10
6

【穴埋めチェック】

1
Ａ B

C 4

2 D
E

5

【〇×チェック】
１	〇
２	×
「平均賃金」とは、
算定事由発生日以
前「３箇月間」に
その労働者に対し
支払われた賃金の
総額を、その期間
の「総日数」で除
した金額をいう。
３	〇
４	〇
５	×
賃金は、通貨で支
払わなければなら
ない。
６	〇
７	〇
８	×
臨時に支払われる
賃金、賞与その他
これに準ずるもの
で厚生労働省令で
定める賃金につい
ては、毎月１回以
上支払うことを要
しない。
₉	×
「出来高」ではな
く、「労働時間」
に応じ一定額の賃
金の保障をしなけ
ればならない。
10	×
「労働時間に応じ
た一定額」としな
ければならない。

【穴埋めチェック】
１	
Ⓐ非常の場合
Ⓑ支払期日前
Ⓒ既往の労働
２	
Ⓓ使用者の責
Ⓔ₁00分の₆0

必修問題集
問題15～21
にチャレンジ！
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第１章　労働基準法

この単元の
ポイント ●まずは、労働時間の概念、休憩、休日の定義をしっかりと押さ

えましょう。
●変形労働時間制について、労使協定の締結・届出の要不要、協
定事項についてそれぞれの制度を比較・整理しておきましょう。

第１章●労働基準法

労働時間等①単元
4

1 労働時間等に関する規定の適用除外（法41条） A

�	 法41条該当者（法41条）
「労働基準法で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定

は、次のいずれかに該当する労働者については適用しない。」
とされています。

① 農業又は水産・養
よう

蚕
さん

・畜産業に従事する者

② 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者※1又は
機密の事務を取り扱う者※2

③ 監視又は断続的労働に従事する者※3で、使用者が行政官庁（所轄
労働基準監督署長）の許可を受けたもの H27-6オ

したがって、例えば、監督又は管理の地位にある者（管理監
督者）については、法定労働時間を超えて労働させることがで
き、時間外労働に対する割増賃金の支払義務も発生しません。

また、法定の休憩や休日を与えなくても違法ではありません。

「林業に従事する者」は、法41条該当者ではない。
試験
対策

�	 留意点
法41条該当者であっても、深夜業の規定と年次有給休暇の規

定は適用されます。したがって、例えば、管理監督者が深夜業
をした場合には一般の労働者と同じく割増賃金を支払わなけれ
ばならず、年次有給休暇についても一般の労働者と同じように
付与しなければなりません。H18-6A 	H20-4E 	 H23-選A 	H25-選A〜C

監督若しくは
管理の地位に

ある者
部長、工場長等労働条
件の決定その他労務管
理について経営者と一
体的な立場にある者を
いう。すなわち、労働
時間、休憩、休日等に
関する規制の枠を超え
て活動することが要請
されざるを得ない重要
な職務と責任を有し、
現実の勤務態様も労働
時間等の規制になじま
ないような立場にある
者であって、賃金等の
待遇面について、その
地位にふさわしい待遇
がなされているものを
いう。� H22-4C �

H24-選BC

語
句

※１

機密の事務を
取り扱う者

秘書その他職務が経営
者又は監督若しくは管
理の地位に在る者の活
動と一体不可分であ
り、厳格な労働時間管
理になじまない者をい
う。H27-6エ

語
句

※２
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