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取られた方も多いのではないでしょうか。

今月、事務所便り第 37 号を発行させていただきます。

今月は年末調整の時期でもございますので、年末調整
に関連する内容を取り上げていくことにします。

今年も早いもので残すところ今月ひと月のみとなりま
した。
今月は、美山かやぶきの里とるり渓に行った際に撮影
した写真を掲載させていただきます。

（写真は、美山茅葺の里で宿泊したお宿です）

○扶養控除等申告書へのマイナンバーを記載につい
て
国税庁のホームページに「源泉所得税関係に関す

（写真は、美山かやぶきの里近くの写真です）

る FAQ」というのが掲載されており、その FAQ の
今月発行の事務所便りの内容としましては、税金より
のピックアップとしまして、マイナンバー制度につい

中からより必要だと思われる内容をご紹介しておき
ます。

て その７、最近の税務関連状況、税金以外のテーマ
としまして油が身体に与える影響について

その４

を書いております。

１

扶養控除等申告書には、いつから従業員等の個人

番号を記載してもらう必要がありますか。

皆さんのご参考になれば、うれしく思います。

扶養控除等申告書は H28 年 1 月以後に提出を受

２ マイナンバー制度について その７
先月末に私が住んでいる大阪市西淀川区でもマイナン
バー通知カードが配布され、私も受け取りました。受け

けるものについて、従業員本人、控除対象配偶
者、控除対象扶養親族等の個人番号を記載しても
らう必要があります。

＊原則的には、来年提出してもらうとマイナンバーを記載し

＊この手続きをすることによってマイナンバーの記載がある

てもらうことになります。ただマイナンバーを記載される

扶養控除等申告書を会社または個人事業主が保管する必要

と管理に非常に困ることになります。今年中に扶養控除等

がなくなるので、今年中に扶養控除等申告書を従業員さん

申告書を提出してもらう場合には、マイナンバーを記載す

から提出してもらえない場合には、この手続きをされるこ

る必要がないので、まずは今年中に従業員さんから提出し

とをお勧めいたします。

てもらうようにしてください。

ただこの手続きをする場合、事前に従業員さんからマイナ
ンバーの提示を受けておかなければいけません。

H27 年中に個人番号の記載のない扶養控除等申

２

告書を受領した場合、H28 年中に従業員に補完記
入してもらう必要はありますか。
H27 年中に個人番号の記載のない扶養控除等申
告書を受領した場合、H28 年以降、従業員に従業
員等の個人番号を補完記入してもらう必要はあり
ません。
＊補完記入してもらう必要がないので、今年中に提出しても
らってください。

３

扶養控除等申告書の個人番号欄に「給与支払者

（写真は、早朝の美山かやぶきの里の様子を撮影しました）

に提供済みの個人番号と相違ない」旨の記載をす

ることで、個人番号の記載に代えることはできま
すか。

３ 最近の税務関連状況
最近の税務関連で新聞等に取り上げられている事項を
ご紹介しておきます。

H28 年 1 月以後に提出する扶養控除等申告書に
は、従業員本人、控除対象配偶者及び控除対象扶養

マイナンバー関連

親族等の個人番号を記載する必要がありますので、

日経新聞に「マイナンバー法人番号公表」の記事が掲

その記載内容が前年以前と異動がない場合であって

載されておりました。

も、原則、その記載を省略することはできません。

記事の内容は、

しかしながら、給与支払者と従業員との間での

・政府は企業に割り振る 13 桁の「企業版マイナンバー」

合意に基づき、従業員が扶養控除等申告書の余白

について、11 月末までに全ての法人の番号を検索でき

に「個人番号については給与支払者に提供済

るようにする。

みの個人番号と相違ない 」旨を記載した上

・個人に割り振られるマイナンバーと違って、誰でもネ

で、給与支払者において、既に提供を受けてい

ットで検索できるようにして官民で広く活用できるよ

る従業員等の個人番号を確認し、確認した旨を

うにする

扶養控除等申告書に表示するのであれば、扶養

などと書かれておりました。

控除等申告書の提出時に従業員等の個人番号に

＊インターネットで「国税庁法人番号公表サイト」と検索し

記載をしなくても差し支えありません。

ていただくとそのサイトに辿り着くことができます。

なお、給与支払者において保有している個人番
号と個人番号の記載が省略された者に係る個人番
号については、適切かつ容易に紐付けられるよう
管理しておく必要があります。

税務調査関連
日経新聞に
「所得隠し 1 万 9000 社

総額 2500 億円、

8 年ぶり増 14 事務年度」の記事が掲載されておりまし

た。
記事の内容は、
・国税庁は、今年 6 月までの 1 年間（2014 事務年度）の
全国の法人に対する税務調査の結果を発表した。

軽減税率関連
日経新聞に「レジ改修に補助金

経産省検討 軽減税

率の負担緩和」の記事が掲載されておりました。
記事の内容は、

・調査した約 9 万 5 千社のうち、隠ぺいを伴う悪質な所

・経済産業省は 2017 年 4 月に導入する消費税の軽減税

得隠しが約 1 万 9 千社（前年度比 10.2％増）で見つか

率をにらみ、レジを改修する小規模な小売業者などに

った。総額は計約 2547 億円（同 16.7％増）で、8 年

補助金を配る検討に入った。

ぶりに増加した。

・税率が 8％と 10％に分かれると、商品別に見分ける必

・申告漏れが見つかったのは約 7 万社で、総額約 8232

要がある。レジの大幅な改修が避けられず、小規模の

億円（同 9.6％増）
。海外取引を巡る法人税の申告漏れ

食品スーパーや青果店などにとっては費用負担が重く

は総額 2206 億円（同 23.7％増）。

なる。

などと書かれておりました。

・経団連が軽減税率の導入を容認する一方、日本商工会
議所など中小企業団体には慎重論がなお根強い。補助

日経新聞に「相続税申告漏れ 6.8％増の 3296 億円」の
記事が掲載されておりました。
記事の内容は、

金の創設には中小企業者の反発を和らげる狙いも見え
隠れする。
などと書かれておりました。

・国税庁は、今年 6 月までの 1 年間（2014 事務年度）に

＊まだ軽減税率の対象になるのかが確定しておりませんが、税

全国の国税庁が実施した相続税の事務調査の結果を発

率が 2 種類になるとレジ改修は必要でしょうから補助金が出

表した。

れば、少しは負担が軽減されて助かることでしょう。

・約 1 万 2 千件を調査し、約 8 割にあたる約 1 万件で計
約 3296 億円（前年度比 6.8％増）の申告漏れを指摘し
た。重加算税を含む追徴税額は 670 億円（同 24.4％増）
だった。
・遺産を全く申告しない無申告事案は 661 件（同 1.7％
増）あり、申告漏れは計約 876 億円（同 11.1％増）
。
海外資産関連の申告漏れは 112 件で約 45 億円だった。
などと書かれておりました。

＊法人税と相続税の税務調査結果の記事を見つけたのでご紹
介させていただきました。
（写真は、るり渓の風景です）

４ 油が身体に与える影響について その４
「食」
「健康」
「ストレス緩和」
「癒し」に関連したテーマ
について毎回書いていくことにしております。
今回も、
「油が身体に与える影響」を取り上げていくこ
とにします。

脳と体に良い油とは
今回は、安心して摂取していただける良い油をご紹介
させていただきます。
参考文献によりますと
（写真は、るり渓の風景です）

・オメガ３系の脂肪酸は、細胞膜を柔らかくして細胞

に栄養分を取り入れたり、ゴミを排出したりする。
・オメガ６系の脂肪酸は、細胞膜を硬くして細胞を毒

宿泊したかやぶき屋根のお宿の写真をご紹介させてい
ただきます。１枚目の写真は朝食時に利用させていただ
いた部屋にあった囲炉裏です。

物から守る。
・オメガ３系の脂肪酸とオメガ６系の脂肪酸は、４：

１のバランスで摂るのがよい。
・４：１のバランスが崩れると脳と細胞がうまく機能

できなくなる。
などと書かれています。

オメガ６系の脂肪酸を摂りすぎている方が大半のよう
ですので、不足しがちなオメガ３系の脂肪酸を今後は意
識して摂るように気をつけましょう。
ではどの油にオメガ３系の脂肪酸が含まれているかが
気になりますね。
参考文献によりますと
・青魚（アジ、イワシ、サンマ、サバ等）に多く含ま

れる EPA や DHA
・αリノレン酸のえごま油、しそ油、亜麻仁油
と書かれています。

オメガ３系の脂肪酸が多く含まれるものをご紹介させ
ていただきました。上記の油をどのように料理に利用す
るかまでご紹介するのは紙面の都合で出来ませんので、
上記の油を使った調理法などをご自身でお調べいただけ
ればと思います。
今後はこれらを積極的に摂取されて、オメガ３系の脂
肪酸とオメガ６系の脂肪酸のバランスが崩れないように
気をつけて日々の食事をしていただければうれしく思い
ます。

宿泊できるのが１日３組しかないので、なかなか予約
がとれないのですが、今回はタイミングよく予約が取れ

今回で「油」について取り上げるのは、一旦終わらせ

たのでラッキーでした。お宿の方からお聞きしたのです

ていただこうと考えております。また「油」についてい

が、最近は外国の方の宿泊も増えてきているようです。

い情報が手に入りましたら、取り上げさせていただこ

この日もあとの２組はアジアから旅行に来られていた

うと思います。

方々がお泊りになられておりました。
普段排気ガスなどで空気の悪いところで生活している

【参考文献】
・
「そのサラダ油が脳と体を壊している」 著者
盛

ので、月に１度くらいは空気の綺麗なところに行くと心
山嶋哲

ダイナミックセラーズ出版

身ともにリフレッシュできて最高です。
今月中旬あたりからは年末調整事務などで忙しくなる
予定なので時間が取れるかどうか分かりませんが、空気

５ 編集後記

の綺麗な場所を訪れたいと思っています。

昨年観光に行ったことのある 美山かやぶきの里に今年も

行ってきました。今年も行ったのは、昨年観光した際に
かやぶき屋根のお宿に宿泊してみたいと思ったからです。

今月も最後までお読みいただきありがとうございまし
た。

