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　わが国における番号制度は、急に降って湧いたものではなく、かなり以前からその検討が

ありました。昭和 40 年頃の「国民総背番号制」が最初です。折からのコンピュータ化の進展

に伴い各省庁でばらばらに附番管理されていたコードを統一化し、行政の効率化を図ること

を目的に検討されたものです。しかし国家による個人のプライバシー侵害を恐れる国民の強

い拒否反応があり、実現することはありませんでした。

　次に検討されたのは、昭和 55 年に制定された「グリーン・カード（少額貯蓄等利用者カード）

制度」です。当時元本 300 万円までの預貯金の利子が非課税となる「マル優」制度があり、

その不正防止の施策でありました。しかし制度開始前にあぶり出しを懸念した預金者が、仮

名預金から大量の預貯金を引き出し無記名の債券や金に変えたため、金融機関等が激しく反

対し、これも実施されないまま廃止となりました。これ以降、財務省は背番号制には及び腰

になったといわれます。

　その後 23 年の時が経過した、平成 15 年に最初の全国的番号制度として「住民基本台帳ネッ

ト」が全面稼働し、「住基カード」の交付により行政の効率化を目指しましたが、実際に広く

社会で使われる番号制度にはなりませんでした。

　この様にかつて国民の多くに反発のあった番号制度が、今回、大きな反対もなく「マイナ

ンバー制度」として平成 28 年 1 月から導入されようとしています。その転換点は平成 19 年

の「消えた年金問題」です。年金納付や給付の記録は各人ごとのコードによって管理しない

限り確実なマッチングは不可能であることが明確になったからです。マイナンバー制度は平

成 22 年より民主党政権下で検討準備され、それを自民党が引き継ぎ平成 25 年に法案成立し

たものです。

　今回のマイナンバーは利用目的を「税」「社会保障」「災害対策」と限定して利用されるこ

とになっていますが、将来の活用構想は幅広いものとなるでしょう。預貯金口座への附番に

より税務調査時における確認の効率化、医療分野への拡大として治療データの蓄積による医

療費の削減に活用、健康保険証との一体化により不正防止等の実現ができると考えられてい

ます。また、戸籍、自動車運転免許証との一元化や学生証との機能一元化も検討されています。

マイナンバー法は民間利用を前提に法律が制定されており、将来に向けて様々な分野で利用

される可能性が高く、法施行 3年後には、更なる拡大活用の検討が進められる予定です。
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マイナンバー制度への対応進んでいますか？マイナンバー制度への対応進んでいますか？
いよいよ

始まります！

　マイナンバー制度とは、国民 1人ひとりに割り当てられる 12 桁の個人番号を、税・社会保障・災害対策の分野で利用する

制度で、平成 28 年 1 月から開始されます。間近に迫ったマイナンバー制度開始に向けて、マイナンバー関連業務ロードマッ

プと、通知カードから個人番号カードへの切り替えについてご説明します。

１．マイナンバー関連業務のロードマップ（法人・個人事業主共通）

平成27年 10 月 平成 28 年 1 月 平成 29 年 1 月 平成 29 年 2 月 16 日

従業員等の教育

社員のマイナンバーの取得

確定申告

配当等の支払調書の作成・提出

退職者の源泉徴収票の作成・提出

雇用保険資格取得届・喪失届の作成・提出

源泉徴収票等の作成・提出

国民年金第 3号被保険者関係届の
作成・提出

被扶養者（異動）届の作成・提出

資格取得届・喪失届の作成・提出

事前準備（社内ルール
策定・システム対応）

給与計算システムの
導入

通知カードによる
マイナンバーの通知

「個人情報カード」交付開始 マイナポータル開始

報酬、不動産使用料等の
支払調書の作成・提出

マイナンバーの利用開始

従
業
員
等

社会保障
関係

税務関係
報酬等の
支払先

株主

個人

国の対応

貴社で
実践すべきこと

（※）（※）

　マイナンバーの利用開始は平成 28 年 1 月からですが、スムーズに開始できるように社内での事前準備が必要です。具体的

にはマイナンバーの事務取扱者や責任者の決定、マイナンバー等の特定個人情報を含む書類の保管と管理方法の決定、従業員

等への説明、マイナンバー対応給与計算システムの導入などが挙げられます。

２．通知カードと個人番号カード

項目

様式

作成・交付

・マイナンバーと基本 4情報
　（氏名・住所・生年月日・
　性別）を券面に記載
・顔写真はなし

表面：基本 4情報と顔写真
裏面：マイナンバーを記載
ＩＣチップ：基本 4情報と
　　　　　　マイナンバー記載

平成 27 年 10 月～ 12 月に、
全員に郵送（簡易書留）で交付

平成 28 年 1 月以降、希望者に交付
（通知カード到着後、申請書を提出）

個人番号カードを交付された場合には返納 20 歳以上：10 年間　　20 歳未満： 5 年間

同封されるもの
・通知カード
・個人番号カードの申請書と返信用封筒
・マイナンバーの説明書類

申請方法
　個人番号カードの申請書と本人の顔写真を返信用封筒
　に入れ郵送

有効期限等

その他

通知カード 個人番号カード

通知カード

個人番号

氏名

住所

　　　　　　　　　　　　　　性別

発行

　　　　0123 4567 8901
　 　番号花子

　　○○県■■市△△町◇丁目○番地

平成　5年　3月 31 日　　　　女
　　　　平成 27 年 10 月 NN 日　　　　  　　　■■市長（案）（案） （案）（案）

（案）（案）

　10 月以降、全ての方にマイナンバー「通知カード」

が届きますが、希望すれば「個人番号カード」を取得

することが出来ます。個人番号カードは身分証明書と

して利用できるほか、住基カードの後継として利用す

ることが出来ます。（従来の住基カードは返却します）

　事業者の方は、本人のマイナンバーを確認する際、

通知カードに加え運転免許証等で身元確認をする必要

がありますが、個人番号カードなら 1枚で確認するこ

とが出来ます。ぜひ、従業員に対して個人番号カード

への切り替えを強く勧めて下さい。

　ご不明な点等があれば弊社が全力でバックアップい

たしますのでぜひ担当者までご相談ください。

(※) 平成 28年分扶養控除等申告書の確認時が
マイナンバーに触れる最初の業務です

　平成 27 年の年末調整で平成 28 年分扶養控除等申告書を従業員

に記入してもらうことになりますが、その際に従業員本人とその

扶養親族のマイナンバーを集める作業が必要になります。（従業

員本人のマイナンバーは事業者が通知カード等で正しいことを確

認します）

　また、扶養控除等申告書の提出がないため乙欄適用の従業員に

ついてもマイナンバーが必要になりますので、この場合のマイナ

ンバーの取得方法や保管等についても事前にご検討ください。

（監査部　中居）
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あなたの贈与は大丈夫ですか？　相続税対策としての贈与の注意点あなたの贈与は大丈夫ですか？　相続税対策としての贈与の注意点

　生前贈与は最大の節税策ですが、贈与を行

う際、110 万円（基礎控除額）を超えなけれ

ば大丈夫、とお考えではありませんか？

　相続税の節税策として用いられることの多

い贈与ですが、いくつかのポイントに注意し

て正しい贈与を行わなければ思わぬ落とし穴

が待っているかもしれません。

　相続税の節税策として贈与を行う場合は、

右の表の②・③・④が重要な注意点です。これ

らが不十分な場合「贈与ではない」とみなさ

れ、贈与を行ったつもりが相続財産として相

続税の課税対象となる場合があります。

　贈与についてご検討の際は、是非ご相談く

ださい。贈与の目的に合わせたご提案をさせ

ていただきます。

贈与の税務上の注意点

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

贈与税はもらった人が払うもの
意外と勘違いしている人も多いので申告に注意

あげる人ともらう人の合意が大前提
契約書を作り、双方の意思を形にする

証拠を作る
口座振り込みし、印鑑はそれぞれ本人のものを使用する　贈与税申告をする

もらった人が自由に使える状態にする
もらった人が、実際に一度は引き落とすなどして使う

贈与額を決めた上での分割払いと疑われないよう注意
毎年違った金額・毎年違った月日で贈与する

親からの借金は、借用書を作っても贈与となされがち
毎月、一定額を振り込むなどして返すことが重要

扶養義務者の学費や下宿費は贈与課税はなし
生活費、教育費はその都度必要なだけ渡す（監査部　奥野）

①趣味　②出身地　③好きな言葉　④意気込み①趣味　②出身地　③好きな言葉　④意気込み

ＯＳ事業部・資産税

加藤　紗弓

① 小旅行　　② 福井県　　③ 順風満帆

④ 早く環境に慣れて、お客様のお役に立てるよう努力していきたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。

相続対策のことなら
お任せください！

ふるさと納税の制度改正についてふるさと納税の制度改正について

　政府の最重点課題である「地方創生」を推進するため、平成 27 年度税制改正において、ふるさと納税制度の拡充が行われ

ました。大きく変更となったのは以下の二点です。

１．控除上限額の拡充
個人住民税の 1割だった

控除上限額が 2割に拡充

※平成 27 年 1 月 1 日から適用

住民税の

１割

住民税の

2割

・対象となるのは「住民税」で、その中でも基本控除

　を除外した「特別控除」が約 2倍になる

・平成 27 年度のふるさと納税から適用

　　＝平成 28 年度以降に支払う住民税に適用

２．ワンストップ特例制度の創設
寄付先が 5自治体以内

であれば確定申告が不要に

※平成 27 年 4 月 1 日から適用

Ａ市 Ｂ市

Ｄ村 Ｅ市

Ｃ町

＜適用条件＞

・もともと確定申告をする必要がないこと

・平成 27 年 1 月 1 日～ 3月 31 日までの間に寄付をしていないこと

・寄付した自治体が年内に 5自治体までであること

・「申告特例申請書」を寄付した自治体へ提出すること

　制度改正により、より身近になったふるさと納税ですが、以上のようにそれぞれ必要な条件やポイントがありますのでご注

意ください。詳しくは担当者にご相談ください。 （監査部　高野）

これだけはおさえておきたい！　経営判断の基本ツール　ＡＢＣ分析これだけはおさえておきたい！　経営判断の基本ツール　ＡＢＣ分析

　皆さんの会社で一番売れている商品の売上及び経常利益はいくらですか。今回はこの問いにすぐに答えられる経営分析の手

法であるＡＢＣ分析をご紹介します。ＡＢＣ分析とは、会社の商品・サービス等をＡ,Ｂ,Ｃと部門別に分解し、各部門別で売

上高及び変動費・固定費を計算する分析手法です。

　商品別だけではなく、部門別や店舗別・取引先別などに分けること

でより詳しい分析が可能です。このＡＢＣ分析を使うことで、今まで

稼ぎ頭だと思っていた商品が実は赤字であったり、主力製品の粗利率

が思ったより低かった、ということが見えてきます。どの商品の販売

を強化すべきか、どの店舗の固定費を減らせばよいかが一目でわかり

ますので、ぜひ一度作成してみてください。

　今後も経営に役立つ記事を掲載していく予定です。次回は会社の強

み・弱みなどの現状を分析するＳＷＯＴ分析をご紹介します。お楽し

みに。 （監査部　土田）

売上高

変動費

限界利益
(率)

固定費

経常利益

合計

10,000

4,000

6,000
(60％)

4,500

1,500

Ａ商品

5,000

3,000

2,000
(40％)

1,500

500

Ｂ商品

3,000

800

2,200
(73％)

2,500

△300

Ｃ商品

2,000

200

1,800
(90％)

500

1,300
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労災事故の現状と対策労災事故の現状と対策

　労災事故と交通事故の被災者数では、どちらが多いと思われますか？　意外かも知れませんが、1,000 人

あたりでそれぞれ 9.4 人と 6.1 人で、労災事故の方が発生率が 1.5 倍程高い、より身近な事故なのです。

　労災事故の年間被災者数は 60 万人以上、1日あたりだと 1,652 人、どこで誰が事故に遭ってもおかしく

ない状況でしょう。

　転倒、転落、挟まれなどの事故以外に、うつ病による自殺、過労死などのメンタルヘルスに起因する事

案が増加し、それらによる判決・和解は高額化しており、1億を超える事例も散見されます。高額な賠償金

が企業経営に与えるインパクトは大きいといわざるを得ません。

　自動車保険において、自賠責保険の上乗せとして任意保険があるように、政府労災の不足分をカバーする補償プランもあり

ます。日本商工会議所団体の「あんしんプロテクト」という商品など、ご関心ある方はお尋ね下さい。（ＦＰ事業部　川嶋）

①趣味　②出身地　③好きな言葉　④意気込み①趣味　②出身地　③好きな言葉　④意気込み

保険はもちろん
その他のことも
ご相談ください

ＦＰ事業部

川嶋　邦雄

① スポーツジム、ドライブ　　② 静岡県　　③ 一発必中、継続貢献

④ 生保、損保だけでなく、経営者の様々なお困り事の解決に継続して貢献

できるよう、今日一日を大切に精進します。よろしくお願いいたします。

季節の変わり目に注意季節の変わり目に注意

自律神経の調子が乱れると体調を崩しやすいので規則正しい生活を心がけましょう

　9月も半ばとなり、まだまだ残暑は残るものの、最近は涼

しく感じることが増えてきました。こうした季節の移り変わ

りの時期になると、疲れが溜まりやすい、風邪や病気になり

やすいということがありませんか？

　季節の変わり目には、気温や天候が大

きく変動することがしばしばです。この

環境の変化に反応するのが「自律神経」

です。この自律神経の調子が乱れること

で、身体が環境の変化にうまく対応でき

なくなってしまい、体調を崩しやすくな

ります。

　普段から体内の自律神経の働きを意識的に高めておくこと

が必要です。そのためには、栄養バランスの取れた食事を摂

る、十分な睡眠を心掛ける、適度な運動をする、など規則正

しい生活を送るようにしましょう。

　また、身体へのちょっとした気遣いも

忘れないようにしましょう。特に秋に入

ると急に気温が落ち込みますので、少し

寒いと思った時にすぐに身体を温められ

るよう上着を持ち歩くなどの対策で身体

への負担を和らげることも大事です。

（監査部　川添）

年末調整・確定申告用控除証明書の保管について

　10 月中旬ごろから、生命保険料控除証明書等がハガキまたは封書で各保険会社から契約者住所へ郵送されます。年末調整・

確定申告で各種の控除を受けるために必要な書類になっておりますので、提出するまでは紛失しないように大切にして保管し

ておきましょう。

　今回、初めてＣＯＭ記事作成の編集長を担当させていだだきました。記事

を完成させるまでのスケジュール調整や各記事担当者との打ち合わせなど、

想像していたよりも大変な役割だと感じました。その分、完成した際には大

きな達成感に満たされました。今後も初めてのこと、新しいことに積極的に

挑戦していきたいと思います。 （ＣＯＭ委員　若林薫）
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