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すべての国民に番号をつけて、税・社会保障関連の手続きに活用する
「マイナンバー制度」。2015年10月からマイナンバーの通知が、そ
して2016年1月にはマイナンバー制度が開始します。 

行政の効率化を目的として開始される制度ですが、実際のところはた
だ漠然とした不安や、面倒さを感じている方が多いのではないでしょ
うか。 

このガイドでは、マイナンバーのスケジュールや知っておきたい基本
知識、必要な対応や具体的な書類の記入方法、法人番号など、マイナ
ンバーを理解するのに必要な情報を全てまとめました。 

このガイドを有効活用して、マイナンバーへの不安を取り除き、通常
通り本業にフォーカスできる環境を整えていただければと思います。 
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1. 今さら聞けない「マイナンバー制度」とは？ 
マイナンバー制度（番号制度）実施で何が変わるの？ 

マイナンバー制度は日本が2016年度から導入する個別の制度名です。すべての国民に個
別の管理番号をつけ、それに基づいて社会保障や個人情報の管理、行政の処理をすべて
行うというものです。マイナンバーは主に以下3つの分野において活用されます。 

・社会保障 
・税金 
・災害補償 

マイナンバー制度導入により、行政では書類の確認作業の手間とコストが削減できま
す。また、これまで、社会保障を申請をする人は申請のための書類を準備しないといけ
ませんでした。マイナンバー制度により申請者は添付書類なしで行政機関に申請ができ
ることになります。 

マイナンバー制度により社会保障にかかわる行政機関の業務間で、より正確な情報を得
ることができるため、真に手を差し伸べるべき人へのきめ細やかな支援ができるように
なることが期待されています。 

1）マイナンバー制度の導入で個人が便利になるポイント 

以下では、マイナンバー制度導入で申請のときに楽になることをまとめました。 

1. 定年退職者  

年金の裁定請求の簡略化 
年金は、支給時期が来れば自動的にもらえる訳ではありません。受給のための手続きを
する必要があります。その手続きのことを「裁定請求」といいます。裁定請求に用いら
れる書類が「裁定請求書」です。 

マイナンバー制度導入後は、あらかじめマイナンバーを年金事務所に提供することで、
定年退職後に年金の裁定請求をするときに、住民票と課税証明書の提出が不要になりま
す。 
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国民健康保険に加入の手続き簡略化 
国民健康保険の加入手続きでは、健康保険の被保険者資格喪失証明書の添付が必要でし
た。しかし、マイナンバー制度の導入により、加入手続きの際にはマイナンバーを提供
するだけで手続きが完了することになります。 

２．子育て 

児童手当申請の簡略化 
児童手当の申請をする際、マイナンバーを会社へ提供することで、年金手帳や国民健康
保険証の添付をする必要がなくなります。 

3. 結婚 

国民年金の第３号被保険者の認定、健康保険の被扶養者認定の手続きの簡略化 
配偶者のマイナンバーを会社に提出することで、国民年金の第３号被保険者の認定、健
康保険の被扶養者認定の手続きの際、課税証明書の添付が不要となります。 

4. 高校生編 

高等学校等就学支援金申請手続きの簡略化 
高等学校等就学支援金申請手続きをするときに、マイナンバーを学校へ提供することで
住民票や保護者等の課税証明書の添付が不要になります。 
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2）通知カードと個人番号カード 

マイナンバー制度では、「通知カード」と「個人番号カード」いう2種類のカードが利
用されます。ここでは、それぞれのカードについて確認しましょう。 

1. 通知カードとは 

通知カードとは2015年10月から、住民票の住所に簡易書留で送付されるマイナンバー
が記載されたカードのことを指しています。マイナンバーの通知カードは、住民票の住
所へと簡易書留で送付されます。従って、10月までに住民票の住所が現住所になってい
ることを確認しておく必要があります。 

2. 個人番号カードとは 

通知カードの簡易書留には「個人番号カードの通知申請書」が同封されています。個人
番号カードとはマイナンバーが記載された、顔写真付きの身分証明書です。通知申請書
に、顔写真を同封して返信することで、後日役所の窓口において個人番号カードを受け
取ることができます。 
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初回の交付は無料で、有効期限は5年。個人番号カードの受け取りは2016年1月以降に
なります。個人番号カードは、身分証明書としての機能をはじめ、今後、税や社会保障、
災害対策など様々な場面で活用されていくことが予想されますので、特に理由がなけれ
ば申請しておくようにします。 

3）もう一つのマイナンバー、法人番号とは？ 

一般的に「マイナンバー」と言った場合には個人に付与される「個人番号」を指す場合
が多いと思います。しかし、実はマイナンバー法の施行に伴い、法人にも番号が付与さ
れます。この法人向けのマイナンバーを「法人番号」と言います。 

1. 国から付与される「法人番号」とは？ 
　 
個人に付与されるマイナンバー以外にも、法人にも国から13桁の「法人番号」が付与さ
れます。法人番号は、個人番号と同様、2015年10月から順次通知され、2016年1月か
ら税務申告、支払調書、そして社会保障関連の申告書を提出する際に、記載が求められ
ます。 

各個人に付与される個人番号は個人情報に簡単にひもづけることができるため「税」、
「社会保障」、そして「災害対策」の3分野でのみ活用することができます。一方、法
人番号には利用に制限がなく、幅広く利用が可能となっています。 

個人番号は公開されないのに対し、法人番号は国税庁の法人番号ウェブサイトで誰でも
検索が可能となる予定です。 

2. 法人番号が必要になる場面とは？ 

法人番号は、支払調書、源泉徴収票、許認可書類、社会保険関係書類と様々な場面で活
用されます。 

また、取引先から法人番号を尋ねられる可能性があることを考えると、領収書や請求書
に記載することを検討している企業も多いと思います。そのような場合は、会計システ
ムの帳票を改修する必要性があります。 
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3. 法人番号のメリット  

法人番号は公表が前提であるため、どのように利用してもいいものとなっています。利
用に制限はありません。すぐにでも効果が出やすいのは、自社独自で取引先ごとに付け
ていた「取引コード」を法人番号に統一することです。 

これにより”名寄せ”が簡単にできるようになります。担当者ごとに入力していたために
膨大な名寄せ作業が必要なほどデータが混乱していて分析までたどり着かないという方
も、どこからどのような取引が多いか少ないかというようなマーケティング施策を検討
する、「分析」に時間を割くことができるようになります。 

また、法人番号公表サイトでは、法人番号指定年月日で絞り込みもできるため、新規設
立法人を抽出し、新規営業先リストを効率的に作成することができます。 
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2. マイナンバー開始までのスケジュールまとめ
マイナンバー関連の業務を2016年1月に稼働させるために  

2016年1月からの導入に備え、企業はその時までに何をすればいいのでしょうか？マイ
ナンバー制度では企業は社員やその扶養家族や取引先のマイナンバーを収集し、管理し
ていかなければいけません。 

そこでは、企業がマイナンバー制度を活用できるようにするためのスケジュールを時系
列でみていきましょう。 

1）企業がマイナンバー交付までにスケジュールを組む必要がある理由

2016年1月からマイナンバーを用いた業務がスタートします。法人や個人にはマイナン
バーが与えられ、多くの手続きの際にマイナンバーを用いることになります。

2015年10月に、個人にはマイナンバーが記載された通知カードが送付されてきます。

企業はそれまでに以下の様なことを準備しておく必要があります。 

・マイナンバー制度というものについての理解 
・マイナンバーを用いた事務内容の明確化 
・マイナンバーが取り入れられる事務に係るシステムの変革 
・従業員への周知のためのアクティビティー 
・マイナンバーを扱う従業員の研修 

しかし、これらのことを一気にすることは難しいと思います。マイナンバーの準備にあ
たってはスケジュールを組んで段取りよく準備を進めていくことが大切です。 
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マイナンバー制度の流れは上の表を見ていただければと思います。企業は、対顧客、対
従業員に対してマイナンバーの対策を講じる必要があります。それぞれ確認していきま
しょう。 

対顧客の対応 

■2016年1月までにやっておきたいこと  
・従業員研修 
・安全管理措置の整備 
・取引先との確認 
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2）マイナンバー制度のスケジュールの流れ



■2016年1月からやること
・個人番号（マイナンバー）の取得・管理・廃棄 
人事・給与・会計システムでマイナンバー対応バージョンがあれば変更を検討する必要
があります。変更する場合は発注は2015年8月までにしておくことをオススメします。  

本稼働は2016年1月からですので、2015年10月頃から仮稼働をしてシステムの不具合
がないかを進めていきます。 
　 
対従業員の対応 

■2016年1月までにやっておきたいこと  
・番号管理体制の構築 
・従業員等（従業員に加えて、役員やパート、アルバイトを含む）の番号収集 
※扶養家族がいる場合はその扶養家族の個人番号も必要です。 

■2016年1月からやること  
・税金の申告で個人番号届出 
・雇用保険で個人番号届出 
・国民健康保険で個人番号届出 

■2017年1月からやること  
・健康保険・厚生年金保険で個人番号届出 

3）従業員研修で抑えておきたい8つのこと  

1. マイナンバー制度の概要の認識 
マイナンバー制度は日本が2016年度から導入する個別の制度名で、一般的には「国民総
背番号制」と呼ばれます。すべての国民に個別の管理番号をつけ、それに基づいて社会
保障や個人情報の管理など、行政の処理をすべて行うというものです。 

マイナンバーが使われるのは主に以下の3つに関連するときです。 
・社会保障 
・税金 
・災害補償 

マイナンバー制度（番号制度）導入により、行政では書類の確認作業の手間とコストが
削減できます。 
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社会保障では申請をする人は申請のための書類を準備しないといけませんでした。マイ
ナンバー制度（番号制度）により申請者は添付書類なしで行政機関に申請ができること
になるので申請のときの手間が省けます。 

2. 法人と個人で番号が違うことの認識 

従業員や個人事業主の場合は個人様の12桁の個人番号（マイナンバー）を、法人なら
13桁の法人番号が提供されます。 

3. マイナンバーの守秘義務の認識 

マイナンバーは漏洩させてはいけない個人情報であるため、仮に従業員がマイナンバー
を含む個人情報を外部に漏洩させた場合、4年以下の懲役または200万円以下の罰金に
なります。 

企業も同じ刑を負うことになり、社会的信用を失うことになるので、こういったマイナ
ンバーの管理に関しては徹底的に研修する必要があります。 

4. マイナンバーの記録における本人確認の重要性 

直接雇用主が従業員の顔を確認できる場合は番号を提供してもらうだけでいいのです
が、そうでない場合は本人確認が必要です。 

5. 本人確認の方法 

本人確認の方法は以下の2パターンあります。 
・個人番号カード 
・通知番号カード又は住民票＋身元確認できるもの（運転免許証又はパスポート） 

6. 従業員の扶養親族の本人確認が必要なケースの把握 

従業員の扶養親族は本人確認が必要な場合とそうでない場合があります。企業への提出
義務者が従業員であるか扶養親族自身であるかによります。 

・本人確認が必要な場合 

結婚で配偶者となった人は、国民年金第3号被保険者となります。このときのマイナンバ
ー提出義務者は扶養親族自身になるので、企業は配偶者の本人確認を行う必要がありま
す。 
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・本人確認が不要な場合 
扶養控除等申告書の提出の際の扶養親族のマイナンバーの提出においては、マイナンバ
ー提出義務者は従業員本人となるので、企業は扶養親族の本人確認は行わなくてもいい
ことになります。 

7. 遠方の取引先のマイナンバーの提供について 

遠方の取引先の場合も本人確認が必要になります。しかし、本人確認のためにわざわざ
来てもらうのは難しいと思います。 

その場合、個人番号カードがある場合にはICチップの読み取り、ない場合には住民基本
台帳や地方公共団体情報システム機構等に登録されている情報と、公的個人による電子
証明書の確認などを行います。 

また、本人にしか知り得ない情報について複数聞き取ることでも本人確認することがで
きます。 

8. マイナンバーが必要な書類の把握 

マイナンバーが必要な書類は以下の通りです。 

・社会保険関係 
■ 健康保険・厚生年金被保険者資格取得届 
■ 健康保険被扶養者（異動）届・国民年金第3号被保険者関係届 
■ 雇用保険被保険者資格取得届 
■ 雇用保険被保険者離職票など 

・税金関係 
■ 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 
■ 不動産の使用料などの支払調書 
■ 配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書など 
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3. マイナンバー収集時の本人確認の方法  

1）本人確認とは？ 
企業は10月より、順次従業員のマイナンバーを収集する必要があります。ただ実は、従
業員とその扶養家族からマイナンバーを取得する際は、なりすましを防止するために本
人確認を行わなくてはいけません。 

本人確認とは、より具体的には「正しい番号であることの確認（番号確認）」と「その
番号提供者が番号の正しい持ち主であることの確認（身元確認）」の2つに分かれてい
ます。以下では一般的な収集時の本人確認のパターンを確認します。 

2）従業員の本人確認 

従業員の本人確認は基本的に以下の3パターンのいずれかによって行うことが義務付け
られています。 

① 個人番号カード 
個人番号カードにはマイナンバーと顔写真が載っているので、それだけで番号確認と身
元確認の両方を一度に行うことができます。前述の通り、個人番号カードは通知カード
に同封されている「個人番号カードの通知申請書」に顔写真を添付することで受け取る
ことができます。 

② 通知カード + 運転免許書 or パスポート 
マイナンバーの本人確認は、簡易書留によって送られてきた通知カードと運転免許証も
しくはパスポートを使っても行うことができます。 

③ （マイナンバーが記載された）住民票 + 運転免許証 or パスポート 
本人確認は（マイナンバーが記載された）住民票と運転免許証もしくはパスポートを使っ
ても行うことができます。 
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この2種類は、扶養家族の本人確認の方法が異なります。それぞれ確認していきましょ
う。 

① 扶養控除等申告書 
扶養控除等申告書の場合、書類の提出義務は従業にあるため、企業は扶養家族の本人確
認の義務を負いません。 

② 国民年金の第3号被保険者届 
国民年金の第3号被保険者届の場合、書類の提出義務は配偶者にあるため、原則に則れ
ば会社は従業員の配偶者の本人確認を行う必要があります。ただし、実務上会社が配偶
者1人1人の本人確認を行うことは難しいため、従業員を代理人として配偶者のマイナン
バーの本人確認を行う場合が多くなると想定されています。 
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3）従業員の扶養家族の本人確認

扶養家族のマイナンバーを記載すべき書類には主に以下の2種類があります。 

・扶養控除等申告書 
・国民年金の第3号被保険者届 



4. マイナンバーの保管に必要な安全管理措置とは？ 
1）安全管理措置とは？ 

マイナンバーについて定めた番号法では、個人番号（マイナンバー）を利用できる事務
の範囲、特定個人情報ファイルを作成できる範囲、特定個人情報を収集・保管・提供で
きる範囲等を制限しています。 

安全管理措置とは、事業者が個人番号及び特定個人情報の漏洩、滅失又は毀損の防止等
のために設定された措置のことです。マイナンバーは、この安全管理措置などが義務付
けられます。 

2）安全管理措置の5つの手順 

事業者は、特定個人情報等の取扱いに関する安全管理措置について、次の5つの手順で
検討を行う必要があります。 

1. 個人番号を取り扱う事務の範囲を明確にする 
事業者は、個人番号関係事務又は個人番号利用事務の範囲を明確にしておく必要があり
ます。 

2. 特定個人情報等の範囲を明確にする 
事業者は、1で明確にした事務において取り扱う特定個人情報等の範囲を明確にしてお
く必要があります。 

3. 事務取扱担当者を明確にする 
事業者は、1で明確化した事務に従事する事務取扱担当者を明確にしておく必要があり
ます。 

4. 基本方針を策定する 
特定個人情報等の適正な取扱いの確保について組織として取り組むために、基本方針を
策定する必要があります。 

5. 取扱規程等を策定する 
事業者は、1～3で明確にした事務における特定個人情報等の適正な取扱いを確保するた
めに、取扱規程等を策定する必要があります。 
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3）安全管理措置の4分類 

1. 組織的安全管理措置 
以下の5つがあります。 

・組織体制の整備 
・取扱規程等に基づく運用 
・取扱状況を確認する手段の整備 
・情報漏洩事案に対応する体制の整備 
・取扱状況把握及び安全管理措置の見直し 

2. 人的安全管理措置 
以下の2つがあります。 

・事務取扱担当者の監督 
・事務取扱担当者の教育 

3. 物理的安全管理措置 
以下の4つがあります。 

・特定個人情報等を取り扱う区域の管理 
・機器及び電子媒体等の盗難等の防止 
・電子媒体等を持ち出す場合の漏洩等の防止 
・個人番号の削除、機器及び電子媒体等の廃棄 

4. 技術的安全管理措置 
以下の4つがあります。 

・アクセス制御 
・アクセス者の識別と認証 
・外部からの不正アクセス等の防止 
・情報漏洩等の防止 
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5. マイナンバーを提供していい範囲は？  

1）特定個人情報とは 

特定個人情報は、一言で言うと、「個人番号（マイナンバー）を内容に含む個人情報」
のことを言います。 

番号法では、個人情報保護法とは異なり、本人の同意があったとしても、利用目的を超
えて特定個人情報を利用してはならないと定められています。 

よって、個人番号についても利用目的（個人番号を利用できる事務の範囲で特定した利
用目的）の範囲内でのみ利用することができます。 

2）特定個人情報の提供についての基本知識 

事業者が提供を求めることとなるのは、従業員等に対し、社会保障、税及び災害対策に
関する特定の事務のために個人番号の提供を求める場合等に限定されています。 

例えば、事業者は給与の源泉徴収事務を処理する目的で、従業員等に対し、個人番号の
提供を求めることはできますが、従業員等の営業成績等を管理する目的で、個人番号の
提供を求めることはできません。 

同様に、番号法で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報を提供することも認め
られていません。 

3）特定個人情報を提供できる場合 
以下の8つの場合提供することが認められています。 

1. 個人番号利用事務実施者から提供される場合 

個人番号利用事務実施者が、個人番号利用事務を処理するために、必要な限度で本人、
代理人又は個人番号関係事務実施者に特定個人情報を提供することが認められていま
す。 

例えば、個人番号利用事務実施者である市区町村長は、住民税を徴収（個人番号利用事
務）するために、事業者に対し、その従業員等の個人番号と共に特別徴収税額を通知す
ることができます。 
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2. 個人番号関係事務実施者から提供される場合 

個人番号関係事務実施者は、個人番号関係事務を処理するために、法令に基づき、行政
機関等、健康保険組合等又はその他の者に特定個人情報を提供することが認められてい
ます。 

例えば、個人番号関係事務実施者である事業者は、「給与所得の源泉徴収票の提出」と
いう個人番号関係事務を処理するために、従業員等の個人番号が記載された給与所得の
源泉徴収票を2通作成し、1通を税務署長に提出し、他の1通を本人に交付する必要があ
ります。 

3. 本人又は代理人からの提供される場合 

本人又はその代理人は、個人番号関係事務実施者又は個人番号利用事務実施者に対し、
本人の個人番号を含む特定個人情報を提供することが認められています。 

例えば、給与の源泉徴収事務、健康保険・厚生年金保険届出事務等のために、個人番号
関係事務実施者である事業者に対し、自己又はその扶養親族の個人番号を書類に記載し
て提出する必要があります。 

4. 委託、合併に伴う提供される場合 
 
特定個人情報の取扱いの全部若しくは一部の委託又は合併その他の事由による事業の承
継が行われたときは、特定個人情報を提供することが認められています。 

例えば、事業者が、源泉徴収票作成事務を含む給与事務を子会社に委託する場合、その
子会社に対し、従業員等の個人番号を含む給与情報を提供することが認められていま
す。 

また、甲社が乙社を吸収合併した場合、吸収される乙社は、その従業員等の個人番号を
含む給与情報等を存続する甲社に提供することが認められています。 

5. 情報提供ネットワークシステムを通じた提供される場合 

行政機関等及び健康保険組合等の間で、情報提供ネットワークシステムを使用して特定
個人情報の提供を行うことが認められています。健康保険組合等以外の事業者は、情報
提供ネットワークシステムを使用することはありません。 
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6. 委員会からの提供を求められた場合  

委員会が特定個人情報の提出を求めた場合には、この求めに応じ、委員会に対し、特定
個人情報を提供する必要があります。 

7. 各議院審査等その他公益上の必要があるときの提供される場合 

主に以下の7つの場合を指します。 

・各議院の審査、調査の手続に必要な場合 
・訴訟手続その他の裁判所における手続に必要な場合 
・裁判の執行に必要な場合 
・刑事事件の捜査に必要な場合 
・租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査に必要な場合 
・会計検査院の検査に必要な場合 
・公益上で必要な場合 

8. 人の生命、身体又は財産の保護のための提供される場合 

人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合において、本人の同意があり、
又は本人の同意を得ることが困難であるときは、特定個人情報を提供することが認めら
れています。 

例えば、客が小売店で個人番号カードを落としていった場合、その小売店は警察に遺失
物として当該個人番号カードを届け出ることができます。 
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6. 法定調書への記入・提出方法・注意点まとめ 
法定調書とは所得税、相続税、租税特別措置法その他税務署に提出が義務づけられている資
料で59種類があります。 

マイナンバーを記入を義務づけられることによる頻繁に使用する法定調書について、マイナ
ンバー法の施行日である2016年1月からのひな形と提出時の変更点や気を付ける点について
確認していきましょう。 

1）59種類の法定調書のうち主な法定調書 

法定調書は59種類あります。そのうち主なものは以下の3つ挙げられます。 

・給与所得の源泉徴収票 
・退職所得の源泉徴収票 
・報酬、料金、契約金および賞金の支払調書 

法定調書は、従業員の給料などを支払った個人・法人が税務署に提出します。また、給料な
ど、何らかの報酬を受け取った個人は確定申告書を税務署に提出します。 

税務署は確定申告者の所得が正確かどうかを法定調書により確認することができます。法定
調書は支払調書とよく比べられますが、源泉徴収票や支払調書をまとめた呼び方が法定調書
ということになります。 

２）主な法定調書の提出義務者 

・給与所得の源泉徴収票：給与などの支払をする人 
・退職所得の源泉徴収票：法人の役員等に退職手当等の支払をする人 
・報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書：報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする人 
　 
法定調書の提出期限は、支払の確定した日の年の翌年1月31日です。それまでに事業所等の
所轄税務署長に提出する必要があります。 

今までは、従業員の住んでいる市町村へ従業員ごとに支払調書を作成し、郵送をしていまし
た。また、源泉徴収票は税務署へ提出していました。 
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しかし、マイナンバーが導入されることによってこれらの手間が省けます。具体的に言う
と、オンラインで従業員のマイナンバーとともに電子申告することによって、自動的に各市
町村へ情報が伝達されるシステムになっているため、業務の効率化が図れます。 

３）給与所得の源泉徴収票（給与支払報告書） 
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■以前の源泉徴収票との4つの変更点 
・「支払を受ける者」の欄に、「個人番号」の項目が加わる 
・「控除対象配偶者・控除対象扶養親族」の欄に、「個人番号」の項目が加わる 
・「支払者」の欄に、「個人番号又は法人番号」の項目が加わる 
・用紙の大きさがA6→A5サイズに拡大する 
※写真赤枠参照 

■源泉徴収票の2つの注意点 
・源泉徴収票を所得証明書にはしてはいけない 
・支払者欄の個人番号又は法人番号は、本人交付用には記載しない 

源泉徴収票には給与を受ける者と支払う側のマイナンバーが記載されています。外部に情報
を漏らさないためにも所得証明書として従業員に使用されては困ります。 

そのため、所得証明書が必要な場合、源泉徴収票ではマイナンバーを記入し、個人番号を記
入しない源泉徴収票をもう一枚つくり、これを所得証明書としてもらうことになります。 

4）報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 
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■以前の支払調書との4つの変更点 
・「支払を受ける者」の欄に、「個人番号又は法人番号」の項目が加わる 
・「支払者」の欄に、「個人番号又は法人番号」の項目が加わる 

■報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書の3つの注意点 
・支払側は、支払先にマイナンバーを提供してもらう必要がある 
・法人はマイナンバーを支払先から直接提供してもらう必要はない 
・作成する際、支払金額欄は消費税込の金額を記入する 
・未払い金額も支払調書の支払金額とする 

報酬を支払う側は、支払調書を作成する際にマイナンバーが必要なので、支払先にマイナン
バーを提供してもらう必要があります。 

ただ、法人の場合は国税庁HPで公表されているため、直接入手する必要はありません。 
また、個人の場合はマイナンバーを使用する際に制限があり、マイナンバー提供時に本人確
認もしないといけませんが、法人のマイナンバーは用途に制限がありません。 

つまり、例えば個人事業主へ報酬を支払っている場合は、個人事業主自身のマイナンバーを
提出してもらう必要があります。ちなみに、個人のマイナンバーを提供してもらう時は、個
人番号カードなら1枚でOKですが、通知カードでマイナンバーを提出してもらう場合は、そ
れとは別に身分証明書の提示もしてもらう必要があります。 

5）マイナンバーの記入を猶予されている法定調書 

平成28年1月1日以後、金銭等の支払等に係る法定調書には、マイナンバーを記載する必要
があります。 

しかし、一部の法定調書は支払を受けた人からの番号通知を受けるまではマイナンバーの記
載を猶予されるというシステムがあります。 

例えば、金融機関と株主（個人）の関係では、株主（個人）からマイナンバーの通知がある
までは、法定調書へのその株主（個人）のマイナンバーの記入が3年間猶予されるという制
度があります。 

ちなみに、このとき株主（個人）は平成28年1月1日前に特定口座開設届出書を提出して特
定口座を開設している必要があります。 
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以下20種類の法定調書が、マイナンバーの記入が猶予されている法定調書です。 
（〇印は一般法人に多い法定調書） 

・〇 配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書 
・〇 配当等とみなす金額に関する支払調書 
・〇 株式等の譲渡の対価等の支払調書 
・利子等の支払調書 
・国外公社債等の利子等の支払調書 
・国外投資信託等又は国外株式の配当等の支払調書 
・投資信託又は特定受益証券発行信託収益の分配の支払調書 
・オープン型証券投資信託収益の分配の支払調書 
・交付金銭等の支払調書 
・信託受益権の譲渡の対価の支払調書 
・先物取引に関する支払調書 
・金地金等の譲渡の対価の支払調書 
・名義人受領の利子所得の調書 
・名義人受領の配当所得の調書 
・名義人受領の株式等の譲渡の対価の調書 
・上場証券投資信託等の償還金等の支払調書 
・特定口座年間取引報告書 
・非課税口座年間取引報告書 
・国外送金等調書 
・国外証券移管等調書 

　ほとんど金融機関が作成する法定調書であることがわかります。 

6）法定調書の提出方法 

以下3点を税務署に直接もしくは郵送で提出します。 

・給与所得の源泉徴収表等の法定調書合計表 
・該当する給与所得者（社員・役員）の源泉徴収票 
・支払調書 

所轄税務署に提出する際、法定調書合計表と支払調書の他に、該当する給与所得者（社員・
役員）の源泉徴収票が必要となります。源泉徴収票は社員に渡すだけでなく、もう1部作成
して税務署へ提出する必要があります。 
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これらを提出すると、2枚複写の法定調書合計表のうち、1枚が自分の会社の控えとして渡
されるので、大切に保管しておきましょう。 
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7. マイナンバー導入による年末調整の変更点は？ 

マイナンバーの国民1人1人への通知が平成27年10月5日からスタートします。このマイ
ナンバーの利用開始は平成28年1月からとされています。平成28年1月以降支払う給与
や報酬については、源泉徴収票や支払調書にはマイナンバーを記載しなければなりませ
ん。 

そのため、今年の年末調整時（平成28年分扶養控除等申告書の提出時）に、従業員とそ
の扶養家族のマイナンバーを集めるという作業が必要になるのです。 

1）マイナンバー導入のスケジュール 

マイナンバーの導入スケジュールは、現在のところ、平成27年10月から個人番号・法人
番号の通知がされ、平成28年1月から順次、社会保障、税、災害対策分野で利用開始す
る予定となっています。 

個人番号（マイナンバー）については、市町村長が、住民票コードを変換して得られる
番号を指定し、通知カードにより通知します。法人番号については、国税庁長官が、法
務省の有する会社法人等番号等を基礎として指定し、書面により通知することとなって
います。法人番号については、商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人
番号については、原則として、インターネットを利用して検索・閲覧可能なサービスが
提供されることになっています。 

この結果、税分野での利用は、所得税については平成28年分の申告書から、法人税につ
いては平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告書から、法定調書については平
成28年1月以降の金銭等の支払等に係るものから、申請書等については平成28年1月以
降に提出すべきものから個人番号・法人番号の記載が開始されることになります。 

2）平成28年分源泉徴収票の発行は平成29年1月なのになぜ？ 

上記の文章を読まれた方は、「マイナンバーを入れた源泉徴収票は平成28年1月からの
給与に対するものだから、今年の年末調整は関係ないじゃない」と思われたのではない
でしょうか。 

しかし、違うのです。 
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平成28年1月に在職している従業員が年末まで働いているとは限りません。1月や2月の
間に退職し、その後、会社からは連絡が取れない状態になってしまったらどうなるでし
ょうか。平成29年1月に源泉徴収票や給与支払報告書を作成する際に困るに違いありま
せん。平成27年の年末調整時に提出してもらう平成28年分扶養控除等申告書にマイナン
バーを記入してもらわないといけないのです。 

本来は、扶養控除等申告書は翌年1月の給与までに提出を受ける書類ですが、年末調整
時に提出してもらえば引っ越しや扶養家族の変動を発見することもできます。ですか
ら、年末調整時に提出してもらうのがオススメです。 

〈参考〉マイナンバー制度で改訂される国税の書式類｜国税庁 

上記の中に新しい源泉徴収票の様式が入っていますが、源泉徴収票を発行する事業者、
法人等のマイナンバーだけでなく、従業員とその配偶者・扶養家族のマイナンバーも記
入するようになっています。 

扶養家族等のマイナンバーは、年末調整をしない限り記入は不要なので、平成28年末に
在職している従業員だけの問題かもしれません。 

しかし、少なくとも従業員本人のマイナンバーは、把握しておかないと困ることになり
ます。さらに家庭での管理や保管が良くない従業員もいないとは限りません。平成28年
末、すなわちマイナンバーの通知から１年経った段階では、通知カードを紛失している
という従業員もいないとは限りません。従業員の中には、故郷のご両親を扶養している
人もいるでしょう。高齢のご両親のマイナンバー、1年後に把握できるのでしょうか。 

そんなことまで配慮してくれているのかわかりませんが、マイナンバー制度が正式稼働
する平成28年1月より前に企業が従業員のマイナンバーを取得し始めて構わないとされ
ています。そのため、平成27年の年末調整が重要なのです。 

3）乙欄適用の従業員はどうする？ 年度途中の就業者は？ 

他から主たる給与を受けている従業員等、あるいはパート、アルバイトなどから扶養控
除等申告書の提出がないため乙欄適用で給与を支払っている場合もあります。この場合
には、扶養控除等申告書が提出されないので、そのままではマイナンバーの取得ができ
ません。 
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しかし、乙欄適用であっても、源泉徴収票や給与支払報告書の提出は必要になるでしょ
う。この場合、扶養控除等申告書ではないフォーマットでマイナンバーを記録しておく
必要があることになります。 

また、平成28年に入ってから、新人を採用したような場合にもマイナンバーの取得が必
要です。甲欄適用者であれば、扶養控除等申告書を最初の給与支払日までに提出しても
らうようになります。ここに本人と扶養家族等のマイナンバーが入っていることを確か
める必要があります。乙欄適用者であっても、何らかの形でマイナンバーを提出しても
らわないと、年末までに退職してしまったような場合に困ることになります。 

4）本人確認をするのが基本です 

マイナンバーを取得する際は、正しい番号であることの確認（番号確認）とその番号提
供者が番号の正しい持ち主であることの確認（身元確認）が必要だとされています。本
人確認は、原則として、 

1. 個人番号カード（番号確認と身元確認） 
2. 通知カード（番号確認）と運転免許証など（身元確認） 
3. 個人番号の記載された住民票の写しなど（番号確認）と運転免許証など（身元確認） 

のいずれかの方法で確認する必要があります。ただし、雇用関係にあることなどから本
人に相違ないことが明らかに判断できると個人番号利用事務実施者が認めるときは身元
確認を不要とすることも認められています。 

扶養家族の本人確認はどうするのでしょうか。扶養家族の本人確認は、年末調整におい
ては、従業員が、雇用者に対してその扶養家族のマイナンバーの提供を行うこととされ
ているため、従業員が個人番号関係事務実施者となります。したがって、従業員自身
が、その扶養家族の本人確認を行う必要がある立場になりますから、雇用者が扶養家族
の本人確認を行う必要はありません。雇用者としては、扶養控除等申告書の記載を信じ
て良いことになります。 
　 
なお、国民年金の第3号被保険者の届出では、従業員の配偶者（第3号被保険者）本人が
雇用者に対して届出を行う必要があるとされています。この場合には、事業主が当該配
偶者の本人確認を行わなければなりません。通常は、従業員が配偶者の代理人としてマ
イナンバーを提供することとなりますので、雇用者は代理人からマイナンバーの提供を
受ける場合の本人確認を行う必要があります。なお、配偶者からマイナンバーの提供を
受けて本人確認を行う事務を事業者が従業員に委託する方法も認められています。 
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こうした手続き面について、内閣官房のホームページにFAQのコーナーが設けられてい
たりしますので、参考にしていくと良いでしょう。 

〈参考〉内閣官房　社会保障・番号制度とは　よくある質問（FAQ）｜国税庁 
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8. 従業員がマイナンバー導入前に知っておくべきこと 

マイナンバー制度、いよいよ今年10月から番号通知がはじまります。2015年からの本
格的な運用前に、給料計算や申告の際にクライアントのマイナンバーを預かる私たち税
理士も、日々アップデートされる最新情報に目を光らせています。 

そんな中、マイナンバーにまつわる色々な憶測もネットを中心に広がっていますね。今
回は、その中でも多い「マイナンバーで職歴が会社にバレるのかどうか！？」について
調べてみました。 

1）そもそも、なぜマイナンバーを会社に提供するのか 

職歴がバレるというのは、会社員である皆さんが、勤めている（あるいはこれから勤め
る）会社にマイナンバーを提供するという話から生まれた憶測かと思われます。ではな
ぜ、マイナンバーを会社に提供するのでしょうか。 

1. 給料にかかる税金の手続きのため 

会社は、社員に給料を支払う際、その給料にかかる所得税を天引きして、社員の代わり
に税務署に納付しなくてはいけないことになっています。また、社員が住んでいる自治
体に支払う住民税も、給料から天引きして会社が納付すること（特別徴収）が原則で
す。これらの税金の事務手続きのため、会社は社員のマイナンバーを預かることになり
ます。 

2. 会社で加入している社会保険の手続きのため 

会社で雇用保険や社会保険（健康保険・厚生年金など）に加入している場合、その事務
手続きを会社が行う際、マイナンバーを記載します。なお、雇用保険については平成28
年1月1日以降、健康保険・厚生年金については平成29年1月1日以降の手続きから、マ
イナンバーを記載します。 

3. いつ会社に通知するのか 

具体的には、今年の11月以降、年末調整の際に会社に提出する２枚の用紙「扶養控除等
申告書」「保険料控除等申告書　兼　給与所得者の配偶者特別控除申告書」にマイナン
バーを記載して会社に提供することになるケースが多いかと思います。もし配偶者や親
族を扶養に入れている場合は、配偶者や親族のマイナンバーも会社に提供します。ま
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た、10月以降に新しい会社に入る方は、入社の際に出す「扶養控除等申告書」に書くな
どの方法で、マイナンバーを会社に提供する形になるかと思います。 

2）マイナンバーで会社に職歴がバレることはあるのか 

このように、社員は、原則的には会社にマイナンバーを出すことになります。それで
は、マイナンバーを預かる会社は、そのマイナンバーで社員の情報を検索することはで
きるのでしょうか。 

1. マイナンバーの利用は限られている 

マイナンバーを記載した書面を行政機関等に対して提出する会社は「個人番号関係事務
実施者」となり、目的を超えたマイナンバーの収集・保管をすることはできません。ま
た、利用する可能性がなくなった後は廃棄しなくてはならず、これらを守らなかった場
合の罰則規定も定められています。 

そもそも会社は、通知カードに記載されている「12ケタの個人番号」「氏名」「住所」
「生年月日」「性別」以外の情報を知る手段はありません。マイナンバーから情報を検
索することができるのは行政機関だけで、当然ながらその内容を会社に伝えることは禁
止されています。 

2. 逆にバレなくなる可能性も 

つまり、会社にマイナンバーを出すことで職歴がバレるということは実質上ないと考え
られます。逆に、現在、入社時に提出を求められることがある「年金手帳」「雇用保険
被保険者証」の方が、前職に関する情報が多く含まれていると言えます。これらの手続
きが将来的にマイナンバーだけの提供でよくなれば、前職までの情報は会社にとっては
より分からなくなるでしょう。 

ただし、万が一マイナンバーが情報漏洩をしてしまった場合は、職歴に限らずあらゆる
個人情報が、第三者に知られてしまう点は、可能性がないとは言い切れません。 
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9. 従業員がマイナンバーを扱う上での注意点まとめ 

マイナンバー制度が、いよいよ2016年1月から導入されます。マイナンバーを取り扱う
会社はそろそろ本格的に準備を始めている頃かと思います。この記事をご覧になってい
る方の中には、「マイナンバー担当」になった従業員の方もいらっしゃるのではないで
しょうか。 

大きい会社であれば社内研修などで対策をキッチリ教えてもらえそうですが、中小・零
細企業では担当者が自力で学ぶ必要があるかもしれませんね。というわけで、従業員の
皆さんがマイナンバーを扱う上で知っておいた方が良さそうな点をまとめました。最低
限、今回の記事に書いてあることを知っておけば一安心です。 

1）従業員にも罰則がある！？ 

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」（略して
「番号法」と言われています）では、マイナンバーの不正提供や盗用に対して重い罰則
を設けています。不正提供や盗用等をした従業員本人にも最大200万円の罰金が科され
るのをご存じでしょうか。 

悪意のある不正利用は罰せられて当然ですが、認識や対策が甘くて結果的に不正提供な
どになってしまうような事態は避けたいところです。安全管理措置が不十分だからとい
って即座に罰則の対象となるということはないようですが、罰則規定については、念の
ため確認しておいた方が良いかもしれません。 

2）マイナンバーは“特定”個人情報！ 

番号法では、マイナンバーを含む個人情報は「特定個人情報」と定義づけられており、
通常の個人情報（マイナンバーなし）よりも厳格な取り扱い（提供・収集・保管の制限
等）が要求されています。先程ご紹介した罰則規定も、通常の個人情報に比べて格段に
重くなっています。マイナンバーは、これまで扱ってきた個人情報（氏名、生年月日、
住所など）と同様ではなく、特別な情報という認識を持つことが必要です。 

ちなみに、マイナンバー単体でも特定個人情報に該当する他、マイナンバーそのもので
はなくてもマイナンバーに対応した一定の記号・符号で表されたものも広義のマイナン
バーとして特定個人情報に含まれるようです。これについては、後述しますが結構大事
な点なので、覚えておきましょう。 
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3）こんな行為はNG！ 

ここまで読んで、マイナンバーは厳重に扱わないといけないものだと感じていただけた
のではないでしょうか。ですが、マイナンバーに対して意識高い系の従業員でも、つい
やってしまいそうなNG行為が幾つかあるので具体的にご紹介していきます！ 

1. グループ会社間のやりとりは× 

番号法で定められた場合以外の目的でマイナンバーを提供することは禁止されていま
す。この「提供」とは、法的な人格を超える特定個人情報の移動を意味するため、たと
えば社内の部署間でのマイナンバーのやりとりは「提供」にはならず、禁止されていま
せん。 

ここで要注意なのは、親会社、子会社、グループ会社などの系列会社。特に出向などで
人の行き来があるケースでは、身内感覚でつい気軽に情報提供をしてしまいそうです
が、法的には別人格（別法人）になるので、マイナンバーのやりとりは原則禁止されて
います。必要であれば、そのグループ会社が該当する社員の方から直接聞く形になるで
しょう。 

2. マイナンバーをちょっと変えて使うのも× 

今回マイナンバーを管理することになったから、その番号を他の番号（社員番号や顧客
番号）にも利用できれば、合理的！？と思う方もいるかもしれません。もちろんこれは
NGです。他にも、たとえば「数字をアルファベットに置き換える」等によりマイナンバ
ーを変換した文字列を使用する場合も同様にNGなので、ご注意ください。マイナンバー
と対応しないように相当複雑に変更すれば大丈夫かもしれませんが、それはつまり新し
い番号を振るのと同じですよね。 

3. とりあえずマイナンバーを聞いておくのも× 

そして、使うかどうか分からないけどとりあえず聞いておくのも、NGになります。たと
えば仕事をお願いするかまだ決まっていない個人事業主さんに、将来的に支払調書を出
す必要があるかも…。といって報酬を支払うか不明な段階でマイナンバーを収集するこ
とは禁止されています。マイナンバーを伺うタイミングを間違えないようにしましょ
う。なお、似たようなケースですが、給料を支払う社員の方から今年10月の番号通知以
降、運用開始前に会社が収集・保管することは可能なようです。 
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10. マイナンバーに関してよくある疑問Q&A10選 

1）マイナンバー制度がスタートすると、何が変わるのですか？ 

実は、マイナンバー制度がスタートしても、当面の間、具体的には3年間はそれほど大き
な変化はありません。というのも、その期間はマイナンバーが社会保障、税務、災害対
策の3つの分野でしか活用されないためです。 

とはいえ、児童手当や生活保護を受給する際はマイナンバーの記入が必要になります
し、就職・転職する場合でも各種手続きでマイナンバーが必要となります。徐々にマイ
ナンバーを活用した制度がスタートするので、マイナンバーによって、徐々にではあり
ますが、大きな変化が起きるでしょう。 

2）どのようにマイナンバーの通知がされますか？ 

2015年10月中旬以降、住民票の住所に簡易書留でマイナンバーの通知カードが送られ
てきます。住民票の住所を元にカードが送付されるので、実際に住んでいる場所と住民
票の住所が異なる場合には通知カードを受け取ることができません。少なくとも2015
年9月までには住民票を実際の居住地に移しておくようにしましょう。 

3）訳あって住民票を移したくないのですが、その場合はどうすれば
いいですか？ 

被災やDV被害など、やむを得ない理由がある場合には、現在実際に住んでいる場所（居
所）を登録すれば、通知カードを送付先を変更できます。その場合、2015年8月24日
から9月25日までの期間に、申請書を住民票のある市区町村に持参または郵送してくだ
さい。 

4）会社からマイナンバーの提示を求められた際、他に必要なものは
ありますか？ 

2016年1月以降、会社で働く方は会社にマイナンバーを通知することが求められます。
しかし、2015年10月に送られてくる通知カードには顔写真がなく、そのカードが本人
のものか確認することはカードだけでは不可能です。よって、通知カードと運転免許証
などの写真入りの身分証明書を合わせて提示することになるでしょう。 
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なお、2016年1月以降に発行することができる個人番号カードには顔写真も入りますの
で、その場合には別途顔写真付きの身分証明書を提示する必要はありません。 

5）個人番号カードはどのような手続きで作成することができます
か？ 

マイナンバーの通知カードが送付されたとき、一緒に個人番号カードの申請書も送られ
てきます。個人番号カードの申請は、この申請書に必要事項を記載の上、返信するだけ
で行うことができます。 

また、スマホやパソコンからも個人番号カードの発行は申請することができるようにな
ります。申請すれば、2016年1月以降に市町村の窓口で受け取ることができます。ちな
みに発行費用は無料です。 

6）個人番号カードは作成した方が良いのでしょうか？ 

顔写真がついた個人番号カードですが、今後、様々な行政サービスを受ける際に必要と
なります。また、顔写真付きであるため、悪用を防止することができるので、他者によ
るなりすまし防止の観点からも個人番号カードは発行しておくべきだといえるでしょ
う。 

7）マイナンバーは重要なものなのですか？ 

マイナンバーは今後、あらゆる場面での利用が想定されています。将来的にはみなさん
の銀行口座とも結び付けられ、キャッシュカードやクレジットカードなどの機能も持つ
予定となっています。 

よって将来の悪用を防止するためにも厳重に管理をするようにしてください。通知カー
ドが届いた際、写真に撮ってSNSに掲載するなどの行為は絶対に避けましょう。クレジ
ットカードと同じようなイメージで取り扱い、番号などは他人に知られないようにしま
しょう。 
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8） 個人番号カードのICチップから情報が漏れることはありません
か？ 

個人番号カードのICチップには地方税や年金給付に関する情報など、プライバシー性の
高い情報は記録されません。ですから、万が一カードを紛失してしまったり、落として
しまったりしても重大な個人情報がカードから流出することはありません。 

9） 記載内容に変更があったときはどうすればよいですか？ 

引越しをするときは、各地区町村に通知カードまたは個人番号カードを転居届と同時に
提出してカードの記載内容を変更してもらうことになります。それ以外の場合でも、カ
ードの記載内容に変更があったときは、14日以内に市町村に届け出て、カードの記載内
容を変更してもらわなければなりません。 

10） マイナンバーで私たちの生活は便利になるのですか？ 

マイナンバーの導入は、本格的な電子政府を構築するためのインフラ作りが最大の目的
です。すぐに便利さを実感することは難しいかも知れませんが、長いスパンで考えれ
ば、あらゆる手続きがマイナンバーを介してできるようになり、国民生活は便利になっ
ていくことでしょう。 
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11. マイナンバー管理 freeeで行うマイナンバー対策 

マイナンバーとは、2015年10月から全国民に通知される番号のことです。会社は従業
員や取引先のマイナンバーを収集し、厳重に管理するための準備を整えておく必要があ
ります。 

1）事業所に必要な対応の3ステップ 
STEP1: スムーズな収集 
2015年10月以降に配布されるマイナンバーを、従業員 + 必要な取引先から収集しま
す。この際、利用目的を明示したり、法律の定める本人確認の要件を満たす必要があり
ます。 

STEP2: 安全な保管 
集めたマイナンバーは、「安全管理措置」に基づいて厳重に保管する必要があります。
情報漏洩には厳しい罰則が課される可能性もあり、システムや組織体制の整備が求めら
れます。 

STEP3: 正確な利用 
2016年1月以降、主に税金や保険の分野において、マイナンバーの利用が始まります。
源泉徴収票をはじめとした書類に、保管しているマイナンバーを記載して提出すること
になります。 
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2）マイナンバー管理 freeeとは？ 
マイナンバー管理を簡単に行うための中小企業向けサービスです。マイナンバーの収集
から利用までがクラウド上で完結。クラウド会計ソフトシェア1位のfreeeのサービスだ
からこそ、安心してお使いいただけます。 

3）freeeで行うマイナンバー対策3ステップ 
STEP1: マイナンバーを簡単に収集 
マイナンバー管理 freeeなら、従業員や取引先にリクエストメールを送信し、必要な情
報を入力してもらうだけ。PCやスマホから本人確認書類のアップロードもできるので、
マイナンバーの収集が簡単に終わります。 

※画面は開発中のものです 
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STEP2: クラウド上で安全に保管 
freeeは中小企業向けクラウドサービスの先駆けとして、万全のセキュリティ体制をご
用意。クラウド上で管理を完結させることで、法律で定められた「物理的管理措置」の
コストを軽減することができます 

STEP3: 必要書類に利用 
freeeは中小企業向けクラウドサービスの先駆けとして、万全のセキュリティ体制をご
用意。クラウド上で管理を完結させることで、法律で定められた「物理的管理措置」の
コストを軽減することができます。 
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4）料金体系 
マイナンバー管理 freeeは、「給与計算ソフト freee」もしくは「会計ソフト freee (法
人版)」をご利用いただくことで、セットでお使いいただけます。どちらも基本料金は月
額1,980円で、無料から始めることができます。  

5）マイナンバー管理 freeeに関する情報 
マイナンバー管理freeeに関する情報は以下よりご確認ください。 

マイナンバー管理 freee  

マイナンバー管理 freeeに関するお問い合わせは、以下より受け付けております。  
いかがでしたでしょうか。このガイドを通じて、マイナンバーに対する不安を少しでも
解消いただければ幸いです。 

また、マイナンバー制度は本来、行政手続や業務の効率化を目的として施行されるもの
です。それが逆に自社の負担になってしまっては本末転倒なので、概要を理解したら後
はマイナンバー対応の給与計算ソフトに任せてしまうのが良いでしょう。特にマイナン
バーを物理的に保管する必要のなくなる、クラウド型のソフトがオススメです。 

※当ガイドは信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するも
のではありません。ご了承ください。
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メールアドレス　 freee@freee.co.jp

法人導入相談窓口
03 - 4560 - 9927  
受付時間：平日10～12時、13～18 時 

運営会社概要　

freee株式会社  

住所：東京都品川区西五反田２丁目８－１
             五反田ファーストビル 9F

mailto:freee@freee.co.jp
http://www.freee.co.jp/my-number

