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今月のことば●社員が追求するのは時間でなく貢献である
給与は、お客様への貢献度や工夫から生まれるものである。
会社や仕事に対する貢献度や考え方を教育するのは社長の役割である。
12月になり、寒さも一気に加速し始めましたね (((ｏﾟДﾟ))｡
でも、福井の冬には味覚の王様“越前ガニ”があるので、
福井に住んでて良かったーっと思います ♪(^-^ ) ♪
年齢を重ねるにつれ、雄の越前ガニより、雌のセイコガ
ニのおいしさに魅了されてきて、家では、足・ミソ・内
子・外子をいれたセイコ丼を作って食べてます (≧▽≦)
越前ガニは敷居が高いので、毎年妻の両親にもらって
います。いつもごちそうさまですm(_ _)m

今年も年末調整の時期がやって
まいりました。 今年もいくつか
改正点がありますよ (￣ロ￣lll)

ご自身で年末調整をされている会社様
は、知っとく情報に手順や改正点の詳細
が記載されていますので、確認なさって
くださいね @(^-^)@
事務所でも12月は、年末調整・大掃除・
忘年会・決算に向けての販促活動など、
一部慌しくなる模様、皆さんがんばっていきま
しょーヽ(´･∀･)ﾉ
（前川）

楽しむことから人に感動を

お客様インタビュー

tatsuma-architecture design. TAD株式会社

今回は福井市二の宮にある tatsuma-architecture design. TAD株式会社の代表坂田達磨様
にお話を伺いました。先日 INTERIOR DESING AWARD 2014 にて 中村勉賞 を受賞さ
れました。鋭い感性で表情豊かに、興味深いお話をたくさん聞かせて下さいました。

─まず、御社のお仕事内容を教えて下さい。
代表 坂田達磨 様

設計施工、建築デザイン業です。図面を起こすところから、建物が完成するまでを
トータルデザインします。一貫して行っているので、現場で変更があっても追加の費
用がかからないように提案して、要望を最大限実現できるように調整します。看板・
HPのデザインから土地の確保や事務的な手続きのサポートまで何でも相談にのります。

─お仕事をする上で大事にされている事はどんな事ですか？

人に感動してもらう仕事なので、まずは自分が楽しむこと、一緒に仕事をする従業員が楽しんでいることを
大事にしています。良いものに触れたり、美味しいものを食べたり。例えば、フレンチを食べれば、ナイフ
やフォークがあって、テーブルの広さをどれくらいにしたら良いか、検討できるようになります。普段の色
んな経験、もちろん遊びも、全てデザインに繋がります。

─これまで仕事をしてきて感動したエピソードを教えて下さい。

インタビュアー

山腰

居酒屋の移転オープンを手掛けた際に、売上が3倍になりました。裏通りの立地で、以前より席数も増えていますが、今では
予約が取れないくらいの人気店です。もっとインパクトのあるデザインも好みですが、土地柄や客単価、お料理の内容に合
わせて色合いなど少し落ち着いた外観をデザインし、内装は個室・カウンター・ホールと場所によって違う雰囲気を楽しめ
るように作りました。また来たい、次はカウンターがいいな、と思ってもらえるようにプロデュース出来たと思います。

─お仕事を依頼したいお客様に向けて、メッセージをお願いします。
家を建てようと思ったり、今の建物に不満があると感じたら、ご相談下さい。何となくの要望や何となくの不具合を具体的
な形にしていきます。デザインや建築の面からの生活への影響は大きいものです。暗い家だと気持ちが沈みがちになるし、
掃除はしやすい方が良い、利用する人の目線で想像しながら、
一緒に作り上げていきます。小さなことから何でも相談にのります。

─今後のビジョンについて教えて下さい。
人を驚かせるような、もっともっと面白いデザインを福井で作りた
いです。これからさらに名前を売って、まだまだ夢を追い続けます。

─本日はお忙しい中ありがとうございました。
tatsuma-architecture design. TAD株式会社 様
HPはこちら http://tatsuma222.com/
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私の会社では夏と冬の年2回、それぞれ賞与を支給して
いますが、社会保険料の控除額など、支給の際に注意
するべきポイントを教えて下さい。

賞与とは、定期の給与とは別に支払われる給与等で、賞与、ボーナス、夏期手当、年末
手当、期末手当等の名目で支給されるもの、その他これらに類するものをいいます。
また、厚生年金保険で標準賞与額の対象となる賞与は、年3回以下の回数で支給される
ものをいいます。言い換えると、年4回以上支給された賃金は賞与に該当せず、定期の給
与として見なされます。ちなみに、自社製品等の現物で支給されるものも賞与に含むので
注意が必要ですよ。

■■賞与に関する社会保険料の計算■■
被保険者に賞与を支給する場合、社会保険料として「健康保険料」「介護保険料」「厚生
年金保険料」「雇用保険料」を控除する必要があります。計算方法は、以下の通りです。

＜健康保険料・介護保険料＞
賞与の総額から1.000円未満の端数を切り捨てた「標準賞与額」に健康保険料率を乗じて
算出し、その半分を被保険者負担分として控除します。また、健康保険は年間賞与累計額が
540万円（毎年4月1日から翌年3月31日まで）までを対象としており、それを超えて支払わ
れた賞与については、健康保険料の対象になりません。
【標準賞与額】×【健康保険＋介護保険料率（※5.87%）】＝【健康保険・介護保険料】
健康保険料率のみ（5.01%）介護保険料は40歳から発生します。

＜厚生年金保険料＞
健康保険料・介護保険料と同様に、「標準賞与額」に厚生年金保険料率を乗じて算出し、
その半分を被保険者負担分として控除します。また、厚生年金保険は月間賞与額が150万
円までを対象としており、それを超えて支払われた賞与については、厚生年金保険料の
対象になりません。
【標準賞与額】×【厚生年金保険料率（※8.737%）】＝【厚生年金保険料】

＜雇用保険料＞
支給される賞与額に雇用保険の被保険者負担分料率を乗じて算出します。
【支給される賞与額】×【雇用保険料率（※0.5%）】＝【雇用保険料】
※１分間ろうむスタディ

■■賞与に関する源泉所得税の計算■■

料率は毎年見直され、変更になる
可能性があるので、注意が必要です。

賞与からも源泉所得税の控除が必要となります。
算出方法は、以下の通りです。
①支給される賞与額から社会保険料等を控除した
「課税対象額」を算出する。
②算出した課税対象額に、
「賞与に対する源泉徴収額の算出率」を乗じる。

この算出率は「前月の社会保険料等控除後の給与額」と
「扶養家族の数」を「賞与に対する源泉徴収額の算出率の表」に
当てはめて求めます。

◆ ◆ ◆ ワンポイントアドバイス ◆ ◆ ◆
社会保険の適用事業所の場合、賞与支払い日から5日以内に、年金事務所への
「賞与支払届」の提出が必要となりますので、忘れないように注意しましょう。
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知っ得情報

年末調整の準備をしましょう

年末が近づくと、年賀状の準備に大掃除に…とやることがたくさんありますよね。
毎年年末になってから「来年はもっと早く準備するぞ！」と思っていたのにまた・・・なんて
ことにならないように、早め早めに年末調整の準備をしていきましょう！

■■年末調整の準備手順■■
◆国税庁から年末調整の書類が届いたら、以下の書類をセットして従業員の方に配布します。
①平成２６年 保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書
②平成２６年 扶養控除等（異動）申告書
・今年扶養していた家族が
昨年の年末調整時に記入してもらっている場合も
亡くなった場合、
今年は扶養で申告ができる。
変更がないか確認するため、再度配布します。
・失業保険、遺族年金、出産育児に
※変更がある場合は赤字で訂正してもらいます。
関わる給付金等は所得と考えない。
③平成２７年 扶養控除等（異動）申告書
◆従業員の方から書類を回収したら、それぞれ以下の事項をチェックします。
①の用紙 … □保険料控除の金額
①
□保険料控除証明書の原本があるか
②の用紙 … □住所に変更がないか
②
□扶養者に変更がないか
□本人、扶養者が障害者・寡婦等に該当するか
□扶養者が老人・特定扶養の年齢かどうか
③
・扶養者の給与所得の金額について
□必要経費の６５万円が引かれた金額で記入されているか
・扶養者の年金所得の金額について
□６５歳未満の場合… ７０万円を引いた金額で記入されているか
□６５歳以上の場合…１２０万円を引いた金額で記入されているか
✽給与・年金等の合計所得が３８万円以下で控除対象扶養者となります。
③の用紙 … 平成２７年分の給与計算に使用します。変更がある場合はソフトの設定を変えるなど忘れない
ようにしましょう。また来年の年末調整時に使用するため、大切に保管をしておいてください。

■■今年の変更点■■
◆火災等共済組合の締結した火災共済契約を加える。
中小企業等協同組合法の一部改正に伴い、生命保険料控除の対象となる共済契約の範囲に、共済協同組合連
合会（火災共済の再共済事業を行う協同組合連合会）の締結した生命共済契約を加え、地震保険料控除の対象
となる共済契約の範囲に、火災共済協同組合の締結した火災共済契約に代えて、火災等共済組合の締結した火
災共済契約を加えることとされました。この改正は平成26年4月1日以後に支払う掛金について適用されます。
◆通勤手当の非課税限度額の引上げについて。
所得税法施行令の一部改正が行われ、交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度
額が引き上げられました。平成26年４月１日以後に支払われるべき通勤手当（同日前に支払われるべき通勤手
当の差額として追加支給するものを除きます）について適用されます。

■■Ｑ＆Ａ■■
Ｑ．確定申告をする人は、しなくてもいいですか？
Ａ．勤務先からの給与以外で家賃収入などの所得があり確定申告をしている場合でも「給与所得者の扶養
控除等申告書」を提出している勤務先からの給与総額が2,000万円以下の人は、年末調整を行う必要
があります。
Ｑ．年の中途で就職した人も年末調整するのですか？
Ａ．年の中途で就職した人が、就職前の勤務先より給与の支払いを受けていた際は、前の勤務先で受けて
いた給与と、その控除された源泉徴収税額・社会保険料等も含めて年末調整の計算を行わなければ
なりません。
Ｑ．妻が契約者になっている生命保険の保険料は
生命保険料控除の対象となりますか？
Ａ．所得のない妻子が生命保険の契約者であっても、
その保険料や掛け金を給与所得のある夫が支払っている場合には、
夫の生命保険料控除の対象となります。
ただし、その保険金受取人は給与所得のある者又は
その配偶者、その他の親族でなければなりません。

お問い合わせは☎0776（58）2470
北出経営労務事務所まで
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イルミネーション情報

お出かけ情報
JR武生駅前広場(越前市) ☆開催期間☆11/22(金)～1/19(日)
総延長1km以上を約7万個のLEDが彩る風物詩
西山公園(鯖江市) ☆開催期間☆10/26(日)～12/25(木)
家族の願いが込められたツリーが公園内で華やかに輝く
福井駅西口広場、アップルロード、中央公園など(福井市) ☆開催期間☆11/1(金)～1/13(月)
福井駅前周辺が10万球の光で包まれる
はたや記念館ゆめおーれ勝山(勝山市) ☆開催期間☆10/27(日)～2/28(金)
時間が流れるとともに色が変化する幻想的な光

１２月の
おしらせ

年末調整

今年最後に支払う給与、又は、賞与で今年の年税額を算出し、
過不足額の還付もしくは徴収をしましょう。
詳しくは国税庁ＨＰへhttp://www.nta.go.jp/gensen/nencho/index.htmまで
✽平成26年4月からの通勤手当の非課税限度額が引き上げとなりました。

賞与支払届
の提出

賞与を支給した場合には、支給から５日以内に「賞与支払届」を年金事務所に
提出することになっています。
提出を忘れると、従業員の方が将来受給される年金額が変わってしまいますので、
忘れずに届け出ましょう。

住民税
納期の特例

給与の支給人員が常時１０人未満で、住民税の納期の特例の手続きをしている
事業所は、半年ごと（６月と１２月）に住民税を納めます。
６月から１１月までに徴収した住民税は、１２月１０日が納付期限です。

所長

北出慎吾

久しぶりにゴルフネタです！年に数回しか行かないゴルフですが、先日行って
きました。結果はここで発表するのも恥ずかしいぐらい散々でした、、、
まあ練習をしていないとこんなもんです。前日に頑張ったんですけどね～
↑言い訳です。すみません(笑)
ただ、４人でラウンドを回るあの時間、色々な話が聴けて楽しかったです。

１２月に長女の誕生日があります。今年はママと長女でカラオケボックスで誕生
会をすることがいつのまにか決まってました （￣□￣；） 最近のカラオケはキッズ
ルームが充実しているみたいで、スベリ台があったり、クライミングの石が付い
ていたりする部屋があるみたいですね。誕生日ケーキもあるみたいで今からウキ
ウキしているようです。こっちはプレゼントで頭を悩ませてますが ( >_<)

坂野 孝太

亜希

賢

先日、私の妹が車を買いました。納車当日、私もしぶしぶ付き合わされ、車を
取りに行った時のこと。ピカピカの車に乗り込み、テンションMAXの妹がアク
セルを踏んで動き出した瞬間、「ピーピーピーピー！！！」社内に鳴り響く異
常警告音。なんと原因は整備不良・・・。そんなバカな！！と思わず突っ込ん
でしまった出来事でした。結局、車はまだ整備中なんです・・・(ーー;)

クリスマスって何となく好きではありません。まだサンタを信じていた頃に、兄
によって正体を告げられました。私がサンタを信じていると疑わず、喜ばせよう
と画策する両親に、勘付かれないように知らないフリをしていた事を思い出しま
す。結果、現実的な欲しいものを要求するようになりましたが…(-”-)男兄弟っ
て、ロクなことしませんね(-_-)さて今年は現実的な何をお願いしようかな…

高間

前川

山腰

沙緒里

今年も最後の月となりましたね♪12月は徹底的に掃除をすると決めました！
いらない物を全て捨てて新年をスッキリと迎えたいです(๑´ㅂ`๑)おチビがいる
と正直掃除どころではないんですが・・・(-_-)洗濯物は畳んだそばから崩しに
来て、引き出しは片づけたそばからグッチャグチャ(/_;)けど楽しそうなんでと
りあえず今の時期は見守ることにします(笑)

実はわたし・・・～シリーズ⑦～
筋肉女子です。((⊂(`ω´∩) しゅっしゅっ。 学生時代は全てテニスに捧げてきました。
勉強よりもテニステニステニス…。結婚後、この勇ましさを活かし、旦那には夕
食準備を任せ、私は屋根に上って雪下ろしをしたり、崖を登って木を切ったりと
調子に乗っていた結果、一昨年冬、転落し背中の骨を折りました～(இдஇ; )
今年は大人しく、乙女チックにクッキングに励もうと思いま～す！

山本

麻衣
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