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税理士法人さくら優和パートナーズ 

はじめに 

マイナンバー制度に対応するため、給与計算システム等の

バージョンアップをする際の費用は修繕費として計上す

ることが可能です。 

 

ここでは、マイナンバー制度対応のために支出した費用の

取扱いを解説します。 

 

マイナンバー制度対応のための 
安全管理措置 

事業者は、マイナンバーの漏えいの防止のために「安全管

理措置」を講じなければならないことになっています。 

 

その一環として以下のような対応をされるのが一般的で

しょう。 

 

1. 既存の給与計算システムをバージョンアップする 

場合 

2. 既存の給与計算システムをバージョンアップする一

方で一部を別会社のシステムに買い替える場合 

3. 現行のシステムの全てを別会社のシステムに買い替

える場合 

 

 

まず「1」の場合、既存の給与計算システムへのバージョ

ンアップ費用は、「現在使用しているソフトウェアの効果

を維持するためのもの」として、修繕費として処理するこ

とが可能です。 

 

新たな機能の追加・機能向上として資本的支出として処理

する必要はありません。 

 

次に「2」の場合、具体的には既存の給与計算システムの

バージョンアップをする一方で、セキュリティ対策のソフ

トウェアのみを別会社のソフトウェアに買い替えるとい

ったことが考えられます。 

 

この場合、「1」の場合と同様に、既存の給与計算システム

のバージョンアップ費用は修繕費として処理することが

可能ですが、新たに購入したソフトウェアについてはマイ

ナンバー制度対応のための支出であっても新規資産の取

得であるため、原則、資産計上する必要があります。 

 

この場合、「ソフトウェア」として5年で減価償却を行う

ことになります。 

 

最後に「3」の場合、こちらも原則的に買い替えた別会社

のシステムの全てを資産計上する必要があります。 

 

 

特例の適用も要検討 

「2」および「3」の場合は、原則、資産計上が必要とな

りますが、取得価額が一定金額以下であれば、すべて取得

時の費用とすることも可能ですので注意が必要です。 

 

たとえば、取得価額が10万円未満の場合にはその全額を

費用として処理することも可能ですし、取得価額が10万

円を超える場合であっても30万円未満の場合には所定の

要件を満たすことで全額を費用とすることも可能です。 

 

マイナンバー制度対応のための予算を作るのもなかなか

難しいとは思いますが、何らかの対応を検討している場合

には、事前に当事務所までお問い合わせください。

マイナンバー対応のための 

バージョンアップ費用は修繕費 

マイナンバー制度に対応するため、給与計算シ

ステム等のバージョンアップをする際の費用

は修繕費として計上することが可能です。 



 

 

税理士法人さくら優和パートナーズ 

はじめに 
内定者に対して支出した費用は、支出した金額や目的等に

よって交際費になる場合とならない場合があります。 

 

ここでは、内定者に対して支出した費用の取扱いについて、

解説します。 

 

囲い込み費用などは交際費に該当 
内定式を終え、入社までの期間にいわゆる学生の囲い込み

を行う企業もあると思います。 

 

内定者に対して支出した費用は、その金額や目的によって

取扱いが異なるため、個別にその取扱いを検討する必要が

あります。 

 

例えば、会社の印象を良くして内定者の入社意識を高める

ことを目的に食事や旅行に連れて行った場合、その費用は

接待の色が濃いため、原則として交際費に該当することと

なります。 

 

これらはいわゆる囲い込みのための費用と考えられるよ

うなものです。 

 

優秀な学生を獲得するための採用費と考えることもでき

ますが、接待の色が濃いようなものについては原則的に交

際費に該当するものと思われます。内定式の後の懇親会費

用についても原則的には交際費に該当するものと考えら

えます。 

 

ただし、食事に連れて行く場合でも、飲食等をした年月日

などの一定の事項を記載した書類を保存しており、かつ、

1 人当たり 5,000 円以下であるときは、交際費ではなく

会議費として取り扱っても構いません。 

 

これは内定者との食事に限ったものではありませんので、

飲食をする際には必要事項を領収書の裏にメモ書きする

癖をつけた方が良いでしょう。 

 

また、中小企業の場合、年間 800 万円までの交際費はそ

の全額が経費として認められるため、その範囲内であれば、

交際費に該当するからといって慌てる必要は全くありま

せん。 

 

工場見学等のためであれば 
交際費には該当せず 

上で記載したような囲い込みを目的としたものとは異な

り、入社前に仕事内容を具体的に知ってもらうため、地方

に所有している工場などを内定者に見学してもらい、昼食

として弁当や飲み物を出すような場合もあるのではない

かと思います。 

 

このような場合に支出した費用は、交際費として取り扱わ

なくても問題ないと考えられています。 

 

これは接待としての意味合いが少ないと考えられるため

です。 

 

同じ航空券代や飲食費であっても接待色の濃淡によって

その取扱いが異なることとなるため注意が必要です。 

 

内定者のために支出した費用の取扱いについては、当事務

所までお気軽にお問合せください。 

 

内定者のために 
支出した費用 

内定者に対して支出した費用は、支出した金額

や目的等によって交際費になる場合とならな

い場合があります。費用の取扱いについて、解

説します。 
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はじめに 

一口に生命保険と言っても定期保険、養老保険など様々な

種類があり、その種類ごとに経理処理も変わってきます。

各種生命保険についての経理処理を解説します。 

 

生命保険の種類 
生命保険の種類は大きく分けて、定期保険、終身保険、養

老保険の3つです。 

 

定期保険というのはいわゆる掛捨ての保険です。満期保険

金は存在せず、保険期間内に被保険者が死亡した場合に保

険金を受けることができる契約です。 

 

次に終身保険ですが、こちらも定期保険同様に満期保険金

は存在しません。定期保険は保険期間経過後に被保険者が

死亡した場合には一切保険金を受け取ることができませ

んが、終身保険には定期保険のように期間が定められてお

らず、被保険者が死亡した際には必ず保険金を受けること

ができます。これが定期保険と終身保険の違いです。 

 

最後に養老保険ですが、これは定期保険と終身保険をミッ

クスしたような保険です。定期保険同様に契約期間が定め

られていますが、契約期間終了時にまだ被保険者が生存し

ている場合、満期保険金を受け取ることができます。 

 

つまり、契約期間内に被保険者が死亡した場合には死亡保

険金が、契約期間終了時にまだ生きている場合には満期保

険金が受け取れる契約です。 

 

会計処理は？ 

会社で役員や従業員に生命保険を掛けることはよくあり

ますが、経理処理はその保険の種類、保険金の受取人によ

って異なることになります。定期保険の会計処理は以下の

とおりです。 

 

定期保険の場合、その保険料は保険金の受取人が法人であ

っても、遺族であってもその保険料を損金に算入すること

ができます。 

 

＜定期保険の会計処理＞ 

保険金受取人 
会計処理 

死亡保険金 満期保険金 

法人 無 損金算入 

遺族 無 損金算入 

 

次に終身保険の会計処理は以下のとおりです。終身保険の

場合、死亡保険金の受取人が法人となる場合にはその保険

料を損金に算入することができないため注意が必要です。 

 

＜終身保険の会計処理＞ 

保険金受取人 
会計処理 

死亡保険金 満期保険金 

法人 無 資産計上 

遺族 無 損金算入 

 

最後に養老保険の会計処理は以下のとおりです。死亡保険

金の受取人を役員・従業員の遺族、満期保険金の受取人を

法人とする場合、その保険料の1/2のみを損金に算入し、

残りの1/2を資産計上する必要があります。 

 

＜養老保険の会計処理＞ 

保険金受取人 
会計処理 

死亡保険金 満期保険金 

法人 法人 資産計上 

遺族 従業員 損金算入 

遺族 法人 1/2資産計上、1/2損金算入 

 

役員や従業員に掛けた生命保険料については、当事務所ま

でお気軽にお問合せください。 

生命保険料の 
経理処理 

一口に生命保険と言っても定期保険、養老保険

など様々な種類があり、その種類ごとに経理処

理も変わってきます。各種生命保険についての

経理処理を解説します。 
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はじめに 
本書は、不確実性が高く成果を求められる営業という仕事

に、ゲームの要素を加えることによって自主的にやる気を

上げられるというノウハウがまとめられています。 

 

ゲームという言葉の印象と意味 

ゲームという言葉を聞くと子どもがテレビの前で夢中にな

るような印象を持たれるかもしれません。しかし、ゲーム

には「ルールに則って行う目的ある遊び」という意味があ

り、その目的を「営業成績」などにすることによって、従

業員を夢中にさせる仕事を生むことができるという狙いが

あります。また、営業という仕事をなぜ楽しいものにしな

ければならないか、という理由においては通信技術などの

発展に伴い、営業という仕事の難易度が高まっていると筆

者は説明しています。確かに顧客のサービスを選ぶ価値基

準が多様化するならば、売り手側の営業に関しても同様に

多様化すべきだといえるでしょう。 

 

営業をゲーム化すべき4つの理由 

本書では営業をゲーム化すべき理由として 4 点挙げられて

います。 

 

1. 自分の思うように動いてくれない顧客を相手にしなけ

ればならないから 

ゲーム化することで難しい課題をクリアする喜びを味

わえる。簡単では飽きる。 

 

2. 社外に出たら単独行動で、仕事の進め方を自分で決め

なければならないから 

ゲーム化することでクリアする方法を自分で決められ

る。 

 

3. 常に新規開拓、新商材提案などの新しい取り組みを行

わなければならないから 

次々に新しいゲームがしたい。新バージョンが楽しみ

と思えるようになる。 

 

4. 頑張らせるために歩合が用意

されていることがあるから 

「ニンジン」によって頑張ら

されている感を減らす。ゲー

ムには報酬があった方が良い。 

 

本書で紹介されているゲーム紹介 
本書では、「自己成長」と「チームワーク」に関する 12

のゲームが導入と運用方法に至るまで詳細に説明されて

います。 

 

【自己成長（スキルアップ）ゲーム】 

購買要因探索ゲーム / どんどん会おう！アポ取りゲーム 

ライバル会社スパイグランプリ 

キーマン・サーチ・ロールプレイングゲーム 

昨日の晩御飯 的中ゲーム 

ハッピーボイス・ストーリーテリング 

宿題出したり出されたりゲーム 

 

【チームワークゲーム】 

ポジティブストロークゲーム / 他部門インタビューBINGO! 

チーム対抗ダービーレース /ミッションBINGO!ゲーム 

聞き上手・伝え上手養成 伝言ゲーム 

 

どのゲームも、成果を出しつつ人材が成長できる仕組みに

なっており、実際に導入した企業の事例も掲載されていま

すので、年代や性別問わずに無理なく運用できる内容だと

感じられるはずです。 

 

本書は営業のゲーム化というメインテーマが書かれなが

ら、営業職というものの本質に触れている再現性が高い一

冊だといえます。 

 

営業のゲーム化で業績を上げる 

長尾 一洋・清永 健一 著 

単行本：272ページ 

出 版：実務教育出版 

価 格：1,800円（税抜） 
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当事務所へのお問い合わせについて
 

今月の速報！ユウワ通信はいかがでしたか？ 

来月も充実した内容でお届けしていきますので、よろしくお願いいたします。 

  

なお、今回の内容に関して、ご不明点やご依頼などございましたら、お気軽にお問い合わせください。 

 

税理士法人さくら優和パートナーズ 

所長 岡野 訓 

所在地 
〒860-0026 

熊本県熊本市中央区鍛冶屋町8番地 

営業時間 平日8:00-18:00 

電話 096-319-3339 

FAX 096-319-3331 

メール satoruok@jc5.so-net.ne.jp 

 

所長よりあいさつ 

 税理士法人優和パートナーズは、10月30日に税理士法人鹿児島さくら会計と合併をし、税理士法人さくら優和パー

トナーズとして生まれ変わりました。早速、11月13日には鹿児島の城山観光ホテルにて、お披露目パーティを開催し、

鹿児島経済の重鎮の方々と旧鹿児島さくら会計のお客様200名ほどにお集まりいただき、多くの期待と労いのお言葉を

頂きました。１週間後の11月20日には熊本のホテルキャッスルにて、熊本本部のお客様を中心にお披露目パーティを

開催いたしましたが、こちらでもたくさんのお言葉を頂き、胸に熱いものがこみ上げてきました。  

今後は、福岡・熊本・鹿児島の三拠点で業務を展開し、合計スタッフ数90人という南九州最大規模の陣容で、税務・

会計分野のみならず、事業承継や資産対策、組織再編成や企業再生といった企業オーナー様の様々なお困り事をスピー

ディに解決していきます。何かお困り事がありましたら、「とりあえず、さくら優和さんに相談してみようか」と言って

もらえるようにスタッフ一同精進をし、事務所全体のレベルアップを図っていく所存です。どうか、これまで通り、新

生「さくら優和パートナーズ」を何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

当事務所からの 

おしらせ 

税務や会計業務などのご相談がございま

したら、お気軽に当事務所までお問い合わ

せください。 



 

 

税理士法人さくら優和パートナーズ 

 

以下のチェック項目にお答えいただき、FAXまたはメールにてご返送いただけますと、具体的なフィードバックをいた

します。また、チェック項目の記載事項にご不明な点がある場合はお気軽にお問い合わせください。 

 
チェック項目  

No チェック項目 YES NO 

１ 
マイナンバー制度開始にあわせてセキュリティを強化しなければいけないということを

理解している 
□ □ 

２ マイナンバー制度開始にあわせてセキュリティを強化しようと考えている □ □ 

３ 現在のシステムをバージョンアップすることで対応しようとしている □ □ 

４ 現在のシステムはそのままに、セキュリティソフトを追加購入しようと考えている □ □ 

5 社内ネットワークに接続しないＰＣを購入しようと考えている □ □ 

6 現在のシステムを一新し、新しいシステムを導入しようと考えている □ □ 

7 新しいＰＣやセキュリティシステムを購入し、その取得価額が10万円未満であった □ □ 

8 
新しいＰＣやセキュリティシステムを購入し、その取得価額が10万円を超えてしまった

が、30万円未満であった 
□ □ 

 

 

FAXのご返送は 096-319-3331 まで 

 

 貴社名    ご担当者名   

 ご住所    E-mail   

 TEL    ご要望を 

 お書き下さい 

  

 FAX   

 

 

マイナンバー対応費用チェックシート 

2015年版チェックシート 


