５

親事業者の禁止事項

親事業者には次の 11 項目の禁止事項が定められています。これらの禁止事項は，たと
え下請事業者の了解を得ていても，また，親事業者に違法性の意識がなくても，これら
の規定に触れるときには，下請法に違反することになりますので，十分な注意が必要で
す。
それぞれの禁止事項について，詳しく説明します。

禁

止

事

項

概

要

①

受領拒否（第４条第１項第１号）

注文した物品等の受領を拒むこと。

②

下請代金の支払遅延

物品等を受領した日から起算して 60 日以内に定められた支

（同項第２号） 払期日までに下請代金を支払わないこと。
③

下請代金の減額

（同項第３号）

あらかじめ定めた下請代金を減額すること。

④

返品

（同項第４号）

受け取った物品等を返品すること。

⑤

買いたたき

（同項第５号）

類似品等の価格又は市価に比べて著しく低い下請代金を不
当に定めること。

⑥

購入・利用強制

（同項第６号）

親事業者が指定する物・役務を強制的に購入・利用させるこ
と。

⑦

報復措置

（同項第７号）

下請事業者が親事業者の不公正な行為を公正取引委員会又
は中小企業庁に知らせたことを理由として，その下請事業者に
対して，取引数量の削減・取引停止等の不利益な取扱いをする
こと。

⑧

有償支給原材料等の対価の早期
決済

有償で支給した原材料等の対価を，当該原材料等を用いた給

（第４条第２項第１号） 付に係る下請代金の支払期日より早い時期に相殺したり支払
わせたりすること。

⑨

割引困難な手形の交付

一般の金融機関で割引を受けることが困難であると認めら

（同項第２号） れる手形を交付すること。
⑩

不当な経済上の利益の提供要請

下請事業者から金銭，労務の提供等をさせること。

（同項第３号）
⑪

不当な給付内容の変更及び不当
なやり直し

費用を負担せずに注文内容を変更し，又は受領後にやり直し

（同項第４号） をさせること。

１ 受領拒否の禁止（第４条第１項第１号）
「受領拒否」とは，親事業者が下請事業
者に対して委託した給付の目的物を下請
事業者が納入してきた場合に，下請事業者

Ａ社から委託を受けて歯車を作
っていたＺ製作所は，歯車を納品
したが，Ａ社が歯車の受領を拒否
した。

の責めに帰すべき理由がないのに，受領を
拒むことをいいます。
○「受領」とは，下請事業者が納入したものを検査の有無にかかわらず受け取るという
行為を指しており，下請事業者の納入物品等を親事業者が事実上支配下に置けば受領し
たことになります。親事業者の検査員が下請事業者の工場へ出張し検査を行うような場
合には，検査員が出張して検査を開始すれば受領となります。
情報成果物の作成委託においては，給付の目的物として作成された情報成果物を記録
した電子媒体（例：ＣＤ－ＲＯＭ等）を親事業者が受け取ること，又は情報成果物を記
録した媒体がない場合には当該情報成果物を電子メール等により親事業者が受信して親
事業者のハードディスクに記録されることなどが給付の受領となります。
○受領を拒否することができる場合
「下請事業者の責めに帰すべき理由」があるとして，受領を拒否することができるのは，
次の場合に限定されます。
①

注文と異なるもの又は給付に瑕疵等があるものが納入された場合

②

指定した納期までに納入されなかったために，そのものが不要になった場合
（ただし，無理な納期を指定している場合などは除かれます。）

☆

受領拒否に該当する行為
次の行為も原則として受領拒否に含まれますので，注意してください。

①

発注の取消し（契約の解除）をして，給付の目的物を受領しないこと（発注の取消
しは「不当な給付内容の変更」にも該当します。）

②

納期を延期して，給付の目的物を受領しないこと

① 発注後に，恣意的に検査基準を変更し，従来の検査基準で合格とされたものを不合

格とすること
② 取引の過程において，下請事業者が注文内容について提案し，確認を求めたところ，

親事業者が了承したので，下請事業者がその内容とおりに作成したにもかかわらず，
注文と異なることを理由に受領しないこと

○受領拒否に該当する行為事例

①

下請事業者が製造委託を受けた部品を既に完成させていたにもかかわらず，自社の
生産計画を変更したことを理由として発注の一部を取り消し，下請事業者の給付を受
領しないこと

②

あらかじめ指定した納期に下請事業者が納品しようとしたところ，ユーザーからの
仕様等の変更を理由として，下請事業者の給付を受領しないこと。

③

取引先から発注をキャンセルされたことを理由として，あらかじめ定められた納期
に下請事業者の給付を受領しないこと。

① 販売先の売行き不振を理由として，納期を延期し，あらかじめ指定した納期に下請
事業者の給付を受領しないこと。

２

下請代金の支払遅延の禁止（第４条第１項第２号）

「下請代金の支払遅延」とは，物品等を
受領した日（役務提供委託の場合は，役務
が提供された日）から起算して 60 日以内

Ａ社から委託を受けて歯車を作っていた
○製作所は，事前に合意した納期に納品し
たが，Ａ社は受領後，６０日を過ぎても歯
車の代金を支払わなかった。

に定めた支払期日までに下請代金を全額
支払わないことをいいます。
○支払期日は受領日を起算日として計算されますので，検査・検収に要する日数にかか
わりなく，支払期日を過ぎて未払となっている場合は支払遅延となります。
支払遅延となる行為は，
「支払期日」の内容によって次の３つに分けられます。
（ア） 親事業者と下請事業者との間で支払期日が給付の受領日から 60 日以内に定められて
いる場合は，その定められた支払期日までに支払わないとき。
（イ） 当事者間で支払期日が給付の受領日から 60 日を超えて定められている場合は，受領
日から 60 日までに支払わないとき（この場合，下請法に定める範囲を超えて支払期日
が設定されており，それ自体に問題があります。）
。
（ウ） 当事者間で支払期日が定められていない場合は，その給付の受領日に支払わないとき。

なお，支払遅延が生じた場合，親事業者は下請事業者に対し，受領後 60 日を経過し
た日から支払をする日までの期間について，年率 14.6％の遅延利息を支払う義務があり
ます。⇒30 頁参照
○支払制度の設定
下請代金を毎月の特定日に支払うこととされている場合の具体的支払制度には，納品締切
制度と検収締切制度の２通りがあります。
下請代金の支払については，上記いずれの支払制度を採用している場合でも，下請事業者

の給付の受領後 60 日以内に支払わなければならないものですが，継続的な取引の実態とし
ては，例えば，毎月末までの給付の下請代金を翌月末に支払うこと（月末締の翌月末払）と
なっていることがあるので，下請法の運用に当たり，
「受領後 60 日以内」の規定は「受領後
２か月（大の月（31 日），小の月（30 日）を問わない。）以内」として運用しています。こ
のような 1 か月締切制度を採っている場合は，締切後 30 日（1 か月）以内に支払わなければ
（例えば，下図のように，翌々月 15 日払とか翌々月末払とかであったりすると），支払遅延
に該当します。
なお，検収締切制度においては，検収に相当日数を要する場合がありますが，検査するか
どうかを問わず，納品から 60 日以内において，かつ，できる限り短い期間内に下請代金を
支払わなければなりませんので，支払期日の設定には十分注意する必要があります。
＜月末締めによる支払制度にしたときの注意点＞
適切な場合
月初

当月末

納入期間

３０日

不適切な場合
月初

当月末

納入期間

納入期間

置 期

間

据

置 期

間

翌々月１５日

翌々月末

４５日

６０日

翌々月末
支払 日

締切日

３０日

当月末

据

支払 日

１５日

締切日

１５日
月初

翌々月末

支払 日

締切日

３０日

翌月末

据置期間

の部分が支払い遅延となる。

☆

情報成果物作成委託における支払期日の起算日（受領日）
情報成果物作成委託では，親事業者が作成の過程で,下請事業者の作成内容の確認や今後の作業

の指示等を行うために注文品を一時的に親事業者の支配下に置く場合があります。このとき，①
注文品が委託内容の水準に達しているかどうか明らかではない場合であって，②あらかじめ親事
業者と下請事業者との間で，親事業者の支配下に置いた注文品の内容が一定の水準を満たしてい
ることを確認した時点で受領とすることを合意している場合には，当該時点を受領日とし，親事
業者の支配下に置いた時点を直ちに受領日とはしません。ただし，３条書面に記載した納期日に
親事業者の支配下にあれば，内容の確認が終了しているかどうかにかかわらず，当該納期日を受
領日とします。
なお，このような取扱いとしているのは，情報成果物の場合，外形的には全く内容が分からな
いことから特に認めているものであり，製造委託，修理委託の場合には認められないので注意が
必要です。
☆

役務提供委託における支払期日の起算日
役務提供委託では，原則として，下請事業者が提供する個々の役務が提供された日が支払期日

の起算日となります。一つの役務が提供されるのに日数を要する場合は，役務提供が終了した日
に当該役務が提供されたことになります。
しかしながら，役務提供委託においては，一定期間の役務提供を給付の内容とすることがあり
ますので，それが個々の役務が連続して提供される役務（例：ビルメンテナンスの年間契約等）
の場合には，次の要件を満たせば，月単位で設定された締切対象期間の末日に当該役務が提供さ
れたものとします。
① 下請代金の支払は，下請事業者との協議の上，月単位で設定される締切対象期間の末日まで
に提供した役務に対して行われることがあらかじめ合意され，その旨が３条書面に明記されて
いること。（例：支払期日欄に「毎月○日締切，翌月（翌々月）○日支払」と記載する。）
② ３条書面に，当該期間の下請代金の額（算定方法も可）が明記されていること。
③ 下請事業者が連続して提供する役務が同種のものであること。
この場合には，締切後 60 日（２か月）以内に下請代金を支払うことが認められます。
なお，個々の役務が連続して提供される期間が１か月未満の役務提供委託の場合には，当該期
間の末日に役務が提供されたものとします。

○やり直しをさせた場合の支払期日の起算日
下請事業者の給付に瑕疵があるなど，下請事業者の責めに帰すべき理由があり，下請代金
の支払前（受領後 60 日以内）にやり直しをさせる場合には，やり直しをさせた後の物品等を
受領した日が支払期日の起算日となります。
○支払遅延に該当する行為事例
①

検査完了をもって納品があったものとみなし，当月末日までに納品されたものであって
も検査完了が翌月となった場合には翌月に納品があったものと計上していたため，一部の
下請代金の支払が下請事業者の給付を受けてから 60 日を超えること。

②

毎月末日納品締切・翌々月末日支払の支払制度を採っているため，下請代金の支払が下
請事業者の給付を受けてから 60 日を超えること。

③

一部の材料について常に一定数量を納入させ，倉庫に保管し，使用した分についてのみ
支払の対象とする使用高支払方式を採っているため，納入されたものの一部について下請
代金の支払が下請事業者の給付を受けてから 60 日を超えること。

④

下請事業者から指定納期の属する月より前に納品があった場合にはその時点で受領して
いるにもかかわらず，当該物品の買掛金を指定納期の属する月に計上したため，下請代金
の支払が下請事業者の給付を受けてから 60 日を超えること。

⑤

毎月末日納品締切・翌月末日支払の支払制度を採っているが，伝票処理の遅れや下請事
業者からの請求書の提出遅れを理由に支払制度による支払を行わないため，下請代金の支
払が下請事業者の給付を受けてから 60 日を超えること。

☆

金融機関の休業日
下請代金を毎月の特定日に金融機関を利用して支払うこととしている場合，当該支払日が金融機

関の休業日に当たってしまうことがあります。このような場合，支払日が土曜日又は日曜日に当た
るなど順延する期間が２日以内である場合であって，親事業者と下請事業者との間で支払日を金融
機関の翌営業日に順延することについてあらかじめ合意・書面化されている場合には，結果として
受領から 60 日（２か月）を超えて下請代金が支払われても問題とはされません。なお，順延後の
支払期日が受領から 60 日（２か月）以内となる場合には，下請事業者との間であらかじめその旨
合意・書面化されていれば金融機関の休業日による順延期間が２日を超えても問題とされません。

３

下請代金の減額の禁止（第４条第１項第３号）

「下請代金の減額」とは，親事業者が，
「下請事業者の責に帰すべき理由」がな

Ａ社は，○製作所の責任がないにもかかわ
らず，発注時に決定した３００万円の下請
代金を２００万円に減額して支払った。

いのに，発注時に決定した下請代金の額
を減ずることをいいます。

○減額の名目，方法，金額の多少を問わず，また，歩引き，リベートなど，当初に下請
事業者と協議して合意したものであったとしても，下請事業者の責めに帰すべき理由が
ないのに下請代金から減じるのであれば，不当な減額として問題となります。
○下請事業者の責めに帰すべき理由により減額することができる場合
「下請事業者の責めに帰すべき理由」があるとして，下請代金の額を減じることがで
きるのは，次の場合に限られます。
① 下請事業者の責めに帰すべき理由（瑕疵の存在，納期遅れ等）があるとして，受領拒否，
返品した場合に，その給付に係る下請代金の額を減じるとき。
②

下請事業者の責めに帰すべき理由があるとして，受領拒否，返品できるのに，そうしない
で，親事業者自ら手直しをした場合に，手直しに要した費用を減じるとき。

③

瑕疵等の存在又は納期遅れによる商品価値の低下が明らかな場合に，客観的に相当と認め
られる額を減じるとき。

● 下請代金の減額に当たらない場合
下請事業者の責めに帰すべき理由がある場合のほか，次の場合は，下請代金の額を「減ず
ること」には当たりません。
・

下請事業者に販売した商品等の対価や貸付金等の弁済期にある債権を下請代金から差し
引くこと。

・

発注前に，下請代金を下請事業者の金融機関口座へ振り込む際の振込手数料を下請事業
者が負担する旨の書面での合意があり，親事業者が金融機関に支払う実費の範囲内で当該
手数料を差し引いて下請代金を支払うこと。実費を超えた金額を差し引いた場合には，実
費を超えた金額について違反となる。

・

下請事業者との間で支払手段を手形と定めているが，下請事業者の希望により一時的に

現金で支払う場合に，親事業者の短期調達金利相当額を差し引いて下請代金を支払うこと。

○下請代金の減額に該当する行為事例
①

下請事業者との間で単価の引下げについて合意して単価改定した場合，単価引下げの合意日
前に発注したものについても新単価を遡及適用して下請代金の額から旧単価と新単価との差
額を差し引くこと（新単価の遡及適用）。

＜遡及適用の図＞
単価改定日（新単価を９０円と決定）
3月

2月

4/1

以後新単価を適用

価格改定交渉期間
100 円で発注

4月

（４月１０日） （５月末日）

発注日★
（２月１５日）

●納入日→●支払日
①新単価９０円で支払う【遡及適用で違反】
②発注時の旧単価１００円で支払う
【正しい方法】

②

消費税・地方消費税額相当分を支払わないこと。

③

下請事業者と合意することなく，下請代金を銀行口座へ振り込む際の手数料を下請事業者に
負担させ，下請代金の額から減じること。

④

親事業者からの原材料等の支給の遅れ又は無理な納期指定によって生じた納期遅れ等を下
請事業者の責任によるものとして下請代金の額を減ずること。

⑤

下請代金の総額はそのままにしておいて，数量を増加させること。

⑥

下請代金の支払時に，1 円以上を切り捨てて支払うこと。

⑦

手形払を下請事業者の希望により一時的に現金払にした場合に，下請代金の額から自社の短
期調達金利相当額を超える額を減じること。

⑧

親事業者の客先からのキャンセル，市況変化等により不要品となったことを理由に下請代金
の額を減じること。

⑨

販売拡大のために協力してほしいなどの名目をつけて，下請代金の額の何％かを下請代金の
額から減じること。

⑩

単価の引下げ要求に応じない下請事業者に対して，あらかじめ定められた下請代金の額から
一定の割合又は一定額を減じること。

⑪

毎月の下請代金の額の一定率相当額を割戻金として親事業者が指定する金融機関口座に振
り込ませること。

☆

ボリュームディスカウント等合理的理由に基づく割戻金

①ボリュームディスカウント等合理的理由に基づく割戻金（例えば，親事業者が，下請事業者に対し，
一定期間内に，一定数量を超えた発注を達成した場合に，下請事業者が親事業者に対して支払う割戻金）
であって，あらかじめ，②当該割戻金の内容が取引条件として合意・書面化されており，③当該書面に
おける記載と３条書面に記載されている下請代金の額とを合わせて実際の下請代金の額とすることが
合意され，かつ，④３条書面と割戻金の内容が記載されている書面との関連付けがなされている場合に
は下請代金の減額には当たりません。ここでいう「合理的理由」とは，ボリューム及び割戻金の設定に

合理性があるものであって，具体的には発注数量の増加とそれによる単位コストの低減により，当該品
目の取引において下請事業者の得られる利益が，割戻金を支払ってもなお従来よりも増加することを意
味します。
したがって，①対象品目が特定されていない発注総額の増加のみを理由に割戻金を求めることはボリ
ュームディスカウントには該当しません。また，②単に，将来の一定期間における発注予定数量を定め，
発注数量の実績がそれを上回るものは該当しません。特定の品目の一定期間Ａ（例えば新年度の１年間）
における発注予定数量が，基準となる過去の対応する一定期間Ｂ（例えば前年度の１年間）において実
際に発注した実績を上回るとともに，それに伴い，下請事業者が，割戻金を支払ったとしても，期間Ａ
において得る利益が期間Ｂにおける利益を上回ることとなる必要があります。
なお，現在のところ，合理的な理由に基づく割戻金と認められるものは，ボリュームディスカウント
のみです。

４

返品の禁止（第４条第１項第４号）

「返品」とは，下請事業者の責めに帰す
べき理由がないのに，下請事業者からの給
付を受領した後，下請事業者にその給付に

Ａ社は，倉庫がいっぱいという理由から，
○製作所の責任がないのに，納品した歯車
を○製作所に返品した。

係る物品等を引き取らせることです。

返品の禁止とは，親事業者が，下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに，下請事
業者から納品された物品等を受領した後に下請事業者に引き取らせることを禁止するも
のであり，取引先からのキャンセルや商品の入替え等の名目や数量の多寡を問わず返品
を行えば下請法違反となります。また，仮に親事業者と下請事業者との間で返品を行う
ことについて合意があったとしても，下請事業者の責めに帰すべき理由なく返品を行っ
た場合は，下請法違反となります。
○返品することができる場合
「下請事業者の責に帰すべき理由」があるとして，返品することができるのは，次の
①と②の場合のみに限られます。
①

注文と異なる物品等が納入された場合

②

汚損・き損等された物品等が納入された場合

○返品することのできる期間
下請事業者に責任がある場合に返品できる期間は，次のとおりです。
直ちに発見できる瑕疵……通常の検査で直ちに発見できる瑕疵の場合，発見次第速やか
に返品する必要があります。その後の返品は認められません。
◎ 直ちに発見できない瑕疵…通常の検査で，直ちに発見できない瑕疵で，ある程度期間が
経過した後に発見された瑕疵については，受領後６か月以内の返品は問題あ
◎

りません。なお，一般消費者に対して６か月を超えて品質保証期間を定めて
いる場合には，その保証期間に応じて最長１年以内であれば返品できます。

検査方法と返品期間の関係
全数検査を
行う場合
受入検査を自社
で行う場合

合格

直ちに発見することの
できない瑕疵がある。

受領後 6 か月以内であれば返品可
（一般消費者向け保証がある場合 1 年以内）

直ちに発見することの
できない瑕疵がある。

速やかに返品すること
受領後 6 か月以内であれば返品可
（一般消費者向け保証がある場合 1 年以内）

直ちに発見することの
できる瑕疵がある。

返品不可
（一定の場合，不良品のみ返品可。Ｑ＆Ａ参照）

直ちに発見することの
できない瑕疵がある。

受領後 6 か月以内であれば返品可
（一般消費者向け保証がある場合 1 年以内）

下請事業者の行った
検査に明らかなミスが
ある。

受領後 6 か月以内であれば返品可

不合格
合格

抜取検査を
行う場合
（ロット単位）

速やかに返品すること

不合格
受入検査を下請事
業者に文書で委任
している場合
受入検査を自社
で行わない場合
検査を省略する場合・
下請事業者に口頭で委任
する場合など

返品不可

－返品の禁止に該当する行為事例－
① 納入された衣服の受入検査を行っていないにもかかわらず，受領後に不良品を発見
したとして返品すること。
② 納入された商品について直ちに発見できない瑕疵があったとして，当該商品を受領
してから６か月を超えた後に返品すること。
③ 自己の店舗における商品の入替えや顧客からのキャンセルを理由に，下請事業者の責
めに帰すべき理由がないのに，下請事業者から受領した衣料品等を引き取らせること。
④ 販売不振を理由として，下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに，賞味期限の
切れた製品を下請事業者に引き取らせること。

５

買いたたきの禁止（第４条第１項第５号）

「買いたたき」とは，親事業者が，発注に際
して下請代金の額を決定する際に，発注した内
容と同種又は類似の給付の内容（又は役務の提

Ａ社は，○製作所との契約の際に，通常
であれば３００円の歯車を２００円で一
方的に契約した。

供）に対し通常支払われる対価に比べて著しく
低い額を不当に定めることをいいます。
○「買いたたき」に該当するか否かは，次のような要素を勘案して総合的に判断されます。
①

下請代金の額の決定に当たり，下請事業者と十分な協議が行われたかどうかなど
対価の決定方法

②

差別的であるかどうかなど対価の決定内容

③

「通常支払われる対価」と当該給付に支払われる対価との乖離状況

④

当該給付に必要な原材料等の価格動向

なお，
「通常支払われる対価」とは，次のとおりです。
(ア)同種又は類似の給付の内容（又は役務の提供）について実際に行われている取引の
価格（すなわち，市価のこと）をいいます。
(イ)市価の把握が困難な場合は，それと同種又は類似の給付の内容（又は役務の提供）
に係る従来の取引価格をいいます。
☆

買いたたきに該当するおそれのある行為事例

①

多量の発注をすることを前提として下請事業者に単価の見積りをさせ，その見積単価を少量
の発注しかしない場合の単価として下請代金の額を定めること。

②

下請事業者に見積りをさせた段階より発注内容が増えたにもかかわらず，下請代金の額の見
直しをせず，当初の見積価格を下請代金の額として定めること。

③

一律に一定比率で単価を引き下げて下請代金の額を定めること。

④

親事業者の予算単価のみを基準として，一方的に通常支払われる対価より低い単価で下請代
金の額を定めること。

⑤

合理的な理由がないにもかかわらず，特定の下請事業者を差別して取り扱い，他の下請事業
者より低い下請代金の額を定めること。

⑥

同種の給付について，特定の地域又は顧客向けであることを理由に，通常支払われる対価よ
り低い単価で下請代金の額を定めること。

④

情報成果物作成委託において給付の内容に知的財産権が含まれている場合，当該知的財産
権の対価について，下請事業者と協議することなく，一方的に通常支払われる対価より低い
額を定めること。

○「買いたたきの禁止」と「下請代金の減額」との関係
「買いたたき」は，親事業者が下請事業者に発注する時点で生ずるものであるのに対し，
「下請代金の減額」は，一旦決定された下請代金の額を事後に減じるものです。

６

購入・利用強制の禁止（第４条第１項第６号）

「購入・利用強制」とは，親事業者が正当な
理由（例えば下請事業者に注文した給付の内容

Ａ社は，関連会社Ｂ社主催のイベントの興
行チケットを下請事業者○製作所に強制的
に買わせていた。

の均一性を維持するためなど）がないのに，親
事業者の指定する製品（自社製品を含む）・原
材料等を強制的に下請事業者に購入させたり，
サービス等を強制的に下請事業者に利用させ
て対価を支払わせたりすることをいいます。
○購入・利用強制の対象となるものには，物品のほかに，親事業者が指定する保険，リ

ース，インターネット・プロバイダ等のサービスがあります。また，自社の商品でなく
ても，自社の特約店や取引先の商品，子会社・関係会社の商品なども含まれます。
○強制か任意かの判断
「強制して購入・利用させる」ことが禁止されているので，
「強制して」ではなく任意
に購入等を依頼する場合は購入・利用強制に該当しませんが，下請取引においては，親
事業者が任意に購入等を依頼したと思っても，下請事業者にとってはその依頼を拒否で
きない場合もあり得るので，事実上，下請事業者に購入等を余儀なくさせていると認め
られるか否かが判断の基準となります。

☆

購入・利用強制に該当するおそれのある行為

①

購買・外注担当者など下請取引に影響を及ぼすこととなる者が下請事業者に購入・利用を要
請すること。
② 下請事業者ごとに目標額又は目標量を定めて購入・利用を要請すること。
③ 下請事業者に対して，応じなければ不利益な取扱いをする旨示唆して購入・利用を要請する
こと。
④ 下請事業者が購入・利用する意思がないと表明したにもかかわらず，重ねて購入・利用を要
請すること。
⑤ 下請事業者から購入する旨の申出がないのに，一方的に下請事業者に物を送付すること。

○購入・利用強制に該当する行為事例
①

自社製品の売上を増やすため，外注担当者を通じ下請事業者に対して当該製品の購
入を要請すること。

②

自社が開催する有料イベントの売上を増やすため，下請事業者に対して当該イベン
トの入場チケットの購入を要請すること。

③

外注担当者を通じ下請事業者に対して自社が取り扱っている損害保険の利用を要請
すること。

③ 購買担当者を通じて，自社の取引先の制作した映画チケットの購入先を紹介するよう
下請事業者に要請したところ，下請事業者は購入先を紹介することができず，自ら映
画チケットを購入することを余儀なくされること。

７

報復措置の禁止（第４条第１項第７号）

親事業者は，下請事業者が親事業者の下請法違反行為を公正取引委員会又は中小企業
庁に知らせたことを理由として，その下請事業者に対して取引数量を減じたり，取引を
停止したり，その他不利益な取扱いをすると下請法違反となります。

８

有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止（第４条第２項第１号）

「有償支給原材料等の対価の早期決済」
とは，親事業者が，下請事業者の給付に必
要な半製品，部品，附属品又は原材料を有

Ａ社は歯車の原材料を有償で支給している
が，原材料費を下請代金の支払い期日より
前に相殺した。

償で支給している場合に，下請事業者の責
めに帰すべき理由がないのにこの有償支給
原材料等を用いた給付に対する下請代金の
支払期日より早い時期に，当該原材料等の対価を下請事業者に支払わせたり下請代金から
控除（相殺）したりすることをいいます。
○親事業者が下請事業者に原材料等を有償で支給する場合に，その原材料等の対価の決済
を当該有償支給した原材料等を用いて製造した物品等の下請代金の支払期日よりも早い
時期に支払わせたり下請代金から控除したりすると，下請法に違反します。
原材料等を有償で支給する場合，早期決済にならないようにするためには，有償支給
原材料等を使って製造（又は修理）し納入される物品の下請代金の支払制度や検査期間，
下請事業者の加工期間を考慮して，下請代金の支払と有償支給原材料等の対価の決済が
「見合い相殺」になる仕組みにしておく必要があります。
○「下請事業者の責めに帰すべき理由」としては，次のような場合などが考えられます。
①

下請事業者が支給された原材料等を毀損し，又は損失したため，親事業者に納入すべき物品
の製造が不可能となった場合。

③ 支給された原材料等によって不良品や注文外の物品を製造した場合。
④

支給された原材料等を他に転売した場合。

９

割引困難な手形の交付の禁止（第４条第２項第２号）

下請事業者に対し下請代金を手形で支
払う場合，支払期日までに一般の金融機
関で割り引くことが困難な手形を交付す

Ａ社は○製作所に歯車の製造を委託し，下
請代金を約束手形で支払っているが，期間
が１８０日の手形で支払っていた。

ると下請法違反となります。

注：「一般の金融機関」とは，銀行，信用金庫，
信用組合，商工組合中央金庫等の預貯金の受入
れと資金の融通を併せて業とする者をいい，貸金業者は含まれません。

○「割引を受けることが困難であると認められる手形」とは，その業界の商慣行，親事

業者と下請事業者との取引関係，その時の金融情勢等を総合的に勘案して，ほぼ妥当と
認められる手形期間を超える長期の手形のことをいいます。
手形期間について，従来の運用では繊維業が 90 日以内，その他の業種が 120 日以内と
されていましたが，平成 28 年 12 月 14 日付けの通達文書により，下請代金の支払いは，
できる限り現金によるものとすること，手形等のサイトについては，段階的に短縮に努
めることとし，将来的には 60 日以内とするよう努めることとされました。

１０

不当な経済上の利益の提供要請の禁止（第４条第２項第３号）

「不当な経済上の利益の提供要請」とは，
親事業者が自己のために下請事業者に協賛
金等の金銭や従業員の派遣等の役務その他

A 社は，○製作所が A 社の歯車の注文に対
応するために設計した新型歯車の知的財産
権を，○製作所と協議することなく要求。

の経済上の利益を不当に提供させることを
いいます。

新型歯車
設計書
○製作所

○下請事業者に対して，自己のために金銭，役務その他の経済上の利益を提供させるこ
とにより，下請事業者の利益を不当に害すると下請法違反となります。
○下請事業者の利益を不当に害すること
下請事業者が，
「経済上の利益」を提供することが製造委託等を受けた物品等の販売促
進につながるなど，提供しない場合に比べて直接の利益になるものとして，自由な意思
により提供する場合には「下請事業者の利益を不当に害する」ことにはなりません。
しかし，下請事業者が「経済上の利益」を提供することが，下請事業者にとって直接
の利益となる（提供することによる利益が不利益を上回る）ことを親事業者が明確にし
ないで提供させる場合（虚偽の数字を示して提供させる場合も含む。）には，下請法上，
問題となります。
☆

不当な経済上の利益の提供要請に該当するおそれのある行為

①

購買・外注担当者等下請取引に影響を及ぼすこととなる者が下請事業者に金銭・労働力の提
供を要請すること。

②

下請事業者ごとに目標額又は目標量を定めて金銭・労働力の提供を要請すること。

③

下請事業者に対して，要請に応じなければ不利益な取扱いをする旨示唆して金銭・労働力の
提供を要請すること。

☆

知的財産権の取扱い
情報成果物等の作成に関し，下請事業者に発生した知的財産権を，作成の目的たる使用の範囲

を超えて親事業者に無償で譲渡・許諾させると「不当な経済上の利益の提供要請」となり下請法
違反になります。

○不当な経済上の利益の提供の要請に該当する行為事例
①

自社の催事に対する協賛金の提供を下請事業者に要請すること。

②

下請事業者に対し，当該下請事業者に委託した取引以外の貨物の積み下ろしの役務
提供を要請すること。

③

下請事業者に金型の製造を委託しているが，外国で製造した方が金型の製造単価が
安いことから，下請事業者が作成した金型の図面，加工データ等を外国の事業者に渡
して当該金型を製造させるため，下請事業者が作成した図面，加工データ等を，対価
を支払わず，に提出させること。

１１

不当な給付内容の変更・やり直しの禁止（第４条第２項第４号）

「不当な給付内容の変更や不当なやり直
し」とは，下請事業者に責任がないのに，
発注の取消し若しくは給付内容の変更を行

A 社は，給付の受領前に，発注書面の歯車の仕
様を一方的に変更し，その費用を負担しないで
当初の委託内容とは異なる作業を行わせた。

い，又は受領後にやり直しをさせることに
より，下請事業者の利益を不当に害するこ
とをいいます。
「給付内容の変更」とは，給付の受領前に，３条書面に記載されている委託内容を変更
し，当初の委託内容とは異なる作業を行わせることです。発注の取消し（契約の解除）も
「給付内容の変更」に該当します。「やり直し」とは，給付の受領後に，給付に関して追
加的な作業を行わせることをいいます。
こうした給付内容の変更ややり直しによって，下請事業者がそれまでに行った作業が無
駄になり，あるいは下請事業者にとって当初の委託内容にはない追加的な作業が必要とな
った場合に，親事業者がその費用を負担しないことは，下請事業者の利益を不当に害する
ことになります。
☆「給付内容の変更」又は「やり直し」のために必要な費用を親事業者が負担するなど
により，下請事業者の利益を不当に害しないと認められる場合には，不当な給付内容
の変更及び不当なやり直しにはなりません。
○「下請事業者の責めに帰すべき理由」があるとして，親事業者が費用を全く負担する
ことなく，下請事業者に対して「給付内容の変更」又は「やり直し」をさせることが認
められるのは，次の場合に限定されます。

①

下請事業者の要請により給付の内容を変更する場合

②

給付を受領する前に下請事業者の給付の内容を確認したところ，給付の内容が３条書面に明
記された委託内容とは異なること又は下請事業者の給付に瑕疵等があることが合理的に判断さ
れ，給付の内容を変更させる場合

③

下請事業者の給付の受領後，下請事業者の給付の内容が３条書面に明記された委託内容と異
なるため又は下請事業者の給付に瑕疵等があるため，やり直しをさせる場合

☆「返品の禁止」と「やり直し」との関係
受領した物品等を返して，再び受け取らないことは，「返品」に該当します。受領した物品等
を一旦下請事業者に返していても，それを修補させて再納入させたり，良品に交換させたりする
ことは，「やり直し」に該当します。

○やり直しをさせることができる場合
「下請事業者の責めに帰すべき理由」があるやり直しであっても，無制限に認められ
るものではなく，一定の期間内にやり直しをさせる必要があります。やり直しをさせる
ことができる場合は以下のとおりです。
通常の検査で直ちに発見できない瑕疵で，ある程度期間が経過した後に発見された瑕
疵については，物品等の受領後 1 年以内のやり直しであれば問題ありませんが，1 年を超
えた後にやり直しさせると下請法違反となります。
ただし，親事業者がユーザー等に対して 1 年を超えた瑕疵担保期間を契約している場
合に，親事業者と下請事業者がそれに応じた瑕疵担保期間をあらかじめ定めている場合
には，当該期間内のやり直しは問題ありません。
通常の検査で直ちに発見できる瑕疵の場合は，発見次第速やかにやり直しさせる必要
があります。
○給付内容の変更・やり直しをした場合の「書面の交付」と「取引記録の保存」
当初の委託内容と異なる作業を要請することが新たな製造委託等をしたと認められる
場合には，３条書面を改めて交付する必要があります。
取引の過程で，３条書面に記載されている委託内容を変更し又は明確化した場合には，
親事業者は，これらの内容を記載した書面を下請事業者に交付し，下請法第５条の規定
に基づき作成・保存しなければならない書類の一部として保存する義務があります。
☆「不当な給付内容の変更」又は「不当なやり直し」に該当する場合
次の場合には，親事業者が費用の全額を負担することなく，下請事業者の給付の内容が委託内
容と異なること又は下請事業者の給付に瑕疵等があることを理由として，変更又はやり直しを要
請することは認められません。
① 下請事業者の給付の受領前に，下請事業者から委託内容を明確にするよう求めがあったにも
かかわらず親事業者が正当な理由なく仕様を明確にせず，下請事業者に継続して作業を行わ
せ，その後，給付の内容が委託内容と異なるとする場合

② 取引の過程において，委託内容について下請事業者が提案し，確認を求めたところ，親事業
者が了承したので，下請事業者が当該内容に基づき製造等を行ったにもかかわらず，給付内容
が委託内容と異なるとする場合
③ 恣意的に検査基準を厳しくし，委託内容と異なる又は瑕疵があるとする場合
④ 通常の検査で瑕疵等のあること又は委託内容と異なることを直ちに発見できない下請事業者
からの給付について，受領後 1 年を経過した場合（ただし，親事業者が顧客等（一般消費者に
限られません。）に対して 1 年を超えた瑕疵担保期間を契約している場合に，親事業者と下請
事業者がそれに応じた瑕疵担保期間をあらかじめ定めている場合は除く。）。
☆

放送番組等の情報成果物作成委託における「給付内容の変更」「やり直し」
放送番組等の情報成果物作成委託において「やり直し」等をさせる場合，下請事業者の責任が

ない限り親事業者はそれに要した費用の全額を負担するのが原則ですが，次のような場合は例外
とされます。
下請事業者が作成した情報成果物が親事業者の委託内容を満たしているかどうかは，親事業者
の価値判断等により評価される部分があり，事前に給付を充足する条件を明確に３条書面に記載
することが不可能な場合があります。このような場合において，親事業者が，給付の受領の前後
を問わず，３条書面上は必ずしも明確ではないが下請事業者の給付の内容が委託内容と異なる又
は瑕疵等があるとし，やり直しや追加の作業をさせることは，親事業者がやり直し等をさせるに
至った経緯等を踏まえ，やり直し等の費用について下請事業者と十分な協議をした上で合理的な
負担割合を決定し，それを負担すれば，下請法違反にはなりません。ただし，親事業者が一方的
に負担割合を決定することにより下請事業者の利益を不当に害する場合には，下請法違反となり
ます。
なお，この場合においても，前記の「☆「不当な給付内容の変更」又は「不当なやり直し」に
該当する場合」の①から④に該当する場合には，親事業者が費用の全額を負担することなく，下
請事業者の給付の内容が委託内容と異なる又は瑕疵等があることを理由としてやり直し等を要請
することは認められません。

○不当な給付内容の変更又は不当なやり直しに該当する行為事例
①

取引先からの発注内容の変更を理由として，下請事業者に対する発注内容を変更し
たが，下請事業者が当該発注内容の変更のために要した費用を全額負担しないこと。

②

販売予測の見込み違いを理由に発注内容の変更を行ったが，下請事業者が当該発注
内容の変更のために要した費用を全額負担しないこと。

③

下請事業者に清掃を委託し，下請事業者は清掃に必要な清掃機器及び人員を手配し
たところ，親事業者が発注を取り消し，下請事業者が要した費用を負担しないこと。

④

テレビ番組の制作を委託していた下請事業者に対して，一旦親事業者のプロデュー
サーの審査を受けて受領された番組について，これの試写を見た親事業者の役員の意
見により，下請事業者に撮り直しをさせたにもかかわらず，撮り直しに要した下請事
業者の費用を負担しないこと。

