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●労働保険の年度更新手続き開始(電子申請の場合は、休日も手続きが可能)
●確定申告税額の延納届出による延納税額の納期限
●労働保険の年度更新手続き開始(電子申請の場合は、休日も手続きが可能)
●確定申告税額の延納届出による延納税額の納期限

・  7月～8月に夏期休暇を実施するところでは、業務の調整、取引先への連絡、緊急連絡網の整備などを行う。

●源泉徴収税額、特別徴収税額（5月分）の納付期限
●納付の特例の適用を受けている法人の特別徴収住民税(12-5月徴収分)の納付期限
●源泉徴収税額、特別徴収税額（5月分）の納付期限
●納付の特例の適用を受けている法人の特別徴収住民税(12-5月徴収分)の納付期限

・「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届」の提出準備
　（提出期間：７月１日～７月１０日所轄の年金事務所より各事業所に提出指定日が通知される）
・夏季賞与を支給した企業は、支給日から5日以内に「健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届」を所轄の年金事務所
　（一部の健保組合も含む）に提出する(納付は翌月末日まで)

●4月の決算法人の確定申告と納税、

　 10月の決算法人の中間(予定)申告と納税

●4月の決算法人の確定申告と納税、

　 10月の決算法人の中間(予定)申告と納税

会計事務所職員スキルアップセミナー　会計・監査 社会保険算定基礎届作成の実務

会計事務所職員スキルアップセミナー　法人税申告

会計事務所職員スキルアップセミナー　消費税

労働保険の年度更新手続きの開始

　労働保険(労災保険および雇用保険)

の保険料は、毎年４月１日から翌年３

月３１日までの１年度を単位として計

算し、令和元年は６月１日から７月１

０日までに申告・納付する必要があり

ます。労働保険料については、年に1

回、当年度の概算保険料を計算して事

前に納付した上で、年度終了後に実際

に支払った賃金額に基づき、確定保険

料額を計算します。その上で、概算保

険料額と確定保険料額の差額を計算

し、納付または還付することになって

います。

●労働保険料計算の際には、以下の２点

が間違えやすいポイントとなります。

①雇用保険の保険料免除対象者

　雇用保険に加入していても、保険年

度の初日（4月1日）において満６４歳

以上の労働者は、雇用保険料が免除さ

れます。

②保険料の対象となる賃金

　賃金とは、給与や賞与等、労働の対

価として支払われるものをいい、退職

金や結婚祝、見舞金等は、労働保険の

対象にはなりません。一方、通勤手当は

対象となりますので注意が必要です。

　会社の方に労働保険申告書が送付さ

れますので、詳細は担当者にお聞きく

ださい。

６月給与計算の注意点

　６月給与から控除する住民税には注

意が必要です。１月３１日までに会社

より市町村へ源泉徴収票が送付され、

特別徴収(会社が社員に代わって給与

から住民税を徴収・納付する)を選択

された場合、５月頃社員の住所地から

本年度の住民税の通知が各市町村から

会社に届いていると思います。給与所

得に係る住民税の決定通知書に記載さ

れた金額を６月給与から控除してくだ

さい。注意は６月だけ端数調整がさ

れ、７月以降の控除額と若干誤差があ

ることです。６月･７月は住民税控除額

に注意しましょう。

健保・厚生の被保険者報酬月額変更
届の提出要否のチェック

　被保険者の報酬が昇給等によって大

幅に変動した場合は、定時決定を待た

ずに標準報酬月額が改定されます。こ

れを「随時改定」といいます。

　４月に定期昇給やベースアップ、ま

たは賃下げを行った企業では、６月の

給与支払い後、健康保険・厚生年金保

険の被保険者報酬月額変更届の提出が

必要か否かを確認します。

　健康保険の最高等級に達している人

や新入社員を除いて、次の３つの要件

のすべてに該当する人が提出対象とな

ります。

①昇給または降給があり、固定的賃金 

 （基本給・役付手当・技術手当・住

  宅手当・家族手当・勤務地手当な 

　ど）に変動があったこと

②固定的賃金が変動した月から３カ月

　連続して、報酬の支払基礎日数が１

　７日以上あること

③該当する３カ月間の報酬の平均月額

  が、従前の標準報酬月額と比べて２

  等級以上の差があること

　月額変更届は、７月中に所轄の年金

事務所（あるいは健康保険組合）に提

出し、８月に支払う給与から改定後の

新保険料による徴収を開始します。

　なお、７月に入ると、すぐに報酬月

額算定基礎届の提出事務（７月１０日

が期限）がありますから、早めに準備

にとりかかりましょう。

Work manual

Work schedule 6.1-6.30
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2019 年度税制改正は 10月の消費税増税対策や相続税関係の改正が中心となっている。
詳細は当事務所担当者にお聞きください。

1. 住宅 1 ローン減税 3 年間延長

消費増税に備えた経済政策の大きな目玉の一つ。 消費税率が引き上げられる 19年 10月から 20 年末ま

での間に住宅を購入し、 住み始めたマイホームについて、 所得税や住民税の控除期間を 3年間延長する。

現行の 10年から 13 年に延長された。

2. ふるさと納税

総務省の” お墨付きが必要

高額な返礼品が問題となっている 「ふる さと納税」が見直された。 都道府県や市区町村への寄付に対する

返礼品について、 寄付金の 3割以下となる地場産品に限定。 この基準を満たしている地方自治体に、 総

務省がお墨付きを与える’ 認可制となった。 大阪の泉佐野市が問題となっている。

3. 成人年齢引き下げ

民法改正による成人年齢の 20歳から 18 歳への引き下げにともない、 税法でも現在 20歳以上や 20歳

未満となっている様々な年齢要件が 18歳に改められる。 新しい年齢要件は 2022 年 4月 1 日以後に得た

財産にかかる相続税、 贈与税に適用される。 改正が影響するのは、 相続時精算課税制度や直系尊属から

贈与を受けた時の贈与税の特別税率、 事業承継税制とその特例制度などで、 相続税の未成年者控除が

該当する。 このほか民法改正に伴い配偶者居住権の税務上の取り扱いなども盛り込まれている。

4. 確定申告　　　添付書類を省略

紙で提出する確定申告書の書類について、①給与所得、 退職所得および公的年金等の源泉徴収票、

②上場株式配当等の支払通知書、③特定口座年間取引報告書などの添付をする必要がなくなった。 これら

の書類は 7年間自宅で保管する必要がある。

5. 国税当局の情報照会　法令として明文化

税務当局が実務で行っていた 「事業者に対する任意の照会」 について、 税法に明文化した。 2020 年以

降は法令に基づき、 国税に関する調査に参考となる帳簿書類の閲覧または提供の協力を当局から求められ

るようになる。 また 「高額 ・悪質な無申告者等を特定するために特に必要な場合」 に限り、 当局は事業者

に取引相手の情報の報告を求めることができるようになった。

6. 非上場株式の相続 ・ 贈与税　納税猶予の条件緩和

非上場株式等の相続税 ・贈与税の納税猶予制度について、 一定のやむを得ない事情により認定承

継会社等が資産保有型会社 ・資産運用型会社に該当した場合においても、 その該当した日から 6 カ月以

内にこれらの会社に該当しなくなったときは、 納税猶予の取消事由に該当しないものとする。

2019.6
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7. 個人版事業承継税制　　相続 ・ 贈与税を猶予

　　個人商店や小規模事業者などの廃業を防ぐための特例措置として 「個人版事業承継税制」 を 10 年間

の時限措置として創設した。 事業を引き継ぐ際の土地 ・ 建物などの減価償却資産について、 適用対象部

分の課税価格の 100％を贈与税、相続税の納税を猶予する。 土地は 400mf、 建物は 800 ㎡までが対象。

貸付事業 （アパート、 駐車場など） については対象外となる。

8. 小規模宅地等特例　　3 年未満の事業は対象外

　　小規模宅地の特例について、 相続税の計算の基礎となる 「特定事業用宅地等」 の範囲が変更された。

400 ㎡までの特定事業用宅地等 （事業に利用していた建物等の敷地） を 80％評価減できるが、 相続開

始前 3年以内に事業に利用した宅地などが対象外となった。 ただしその宅地で事業に利用されている減価

償却資産の価額が宅地の価額の 15％以上である場合は適用が認められる。 相続開始直前に事業を開始し

て税負担を軽くする駆け込みを抑止する見直しとされている。

9. 空き家の相続特例　老人ホーム入居時も可

　　祖父母や親から相続した空き家を売却した際、 最大 3 千万円を譲渡所得から差し引き、 税負担を軽減

する特例措置が 4 年間延長された。 また特例を受けるためには相続の直前まで親が居住していたことが要

件となっていたが、 相続直前に被相続人は老人ホームなどに入居している場合が多く、 使い勝手が悪かっ

たことから、要件が緩和された。改正後は、相続直前まで自宅に住まずに老人ホームに入っていたケースでも、

被相続人がある程度使用していたなら優遇措置が受けられるようになった。

10. 教育資金贈与の特例　所得制限を導入

　　30 歳未満の子や孫への資産の一括贈与について教育資金であれば 1500 万円まで贈与税を非課税と

する 「教育資金目的の一括贈与」 の特例に所得制限が設けられた。 同様に、 結婚 ・ 出産資金贈与の特

例についても、 贈与を受ける側に所得制限が導入された。 2019 年 4 月より受取人の合計所得金額が 1

千万円を超える場合対象外。 給与所得 1240 万円が対象。

11. みなし大企業　租税回避防止が目的

　　形式上の中小企業となって税負担を減少させる実質的な大企業やその子会社による租税回避を防ぐため

法人税法上の、 みなし大企業の条件を見直す。 資本金や出資金が 5 億円以上などの条件を満たす大法

人の 100％子会社の企業、 100％グループ内の複数の大法人に発行済株式数や出資の全部を保有されて

いる企業は、 法人税法上の大企業とみなす。

12. 申小企業の設備投資

　　法人税率引き下げ

中小企業の設備投資を促す税優遇措置を 2年間延長した。 資本金 1億円以下の中小企業を対象に、 年

800 万円までの所得に適用される法人税率を 19％から 15％に引き下げる特例や、 設備投資費用の一部を

法人税から控除できる制度の期限を、 それぞれ 20年末まで 2年間延長することが盛り込まれた。

2019.6



5

・ ATM を操作しても還付金はもらえません！

　所得税の確定申告で還付となった場合、 通常１か月～１か月半程度 （電子申告の場合は３週間程度） で

還付金は申告した口座に入金されますが、 電話で何やら難しいことを言い立て、 還付金の送金に問題があ

るとしてお年寄りに ATMの操作をさせ、 預金をだまし取る還付金詐欺があります。 警察 ・銀行等の努力の

甲斐もあって、 平成 29年に比べれば 30年は認知件数 ・被害額ともに下がってはいるものの、 還付金詐

欺の被害額は年間 22.5 億円となったそうです。

詐欺グループは税理士の名を騙ったり、国税庁の名前を出してきたり、銀行職員として電話を掛けてきたりと、

多種多様な手口で皆さんのお金を狙っています。 少しでも怪しいと感じたら、 すぐに警察に相談しましょう。

・ 振り込め詐欺は雑損控除の対象ではない

「災害又は盗難若しくは横領によって」 資産について損害を受けた場合等には、 一定の金額の所得控除を

受けることができます。 これを雑損控除といいますが、 国税庁ではご丁寧に 「詐欺や恐喝の場合に は、雑

損控除は受けられません」 と記載しています。

過去には振り込め詐欺について、 国税不服審判所で争ったケースもありましたが、 やはり雑損控除の対象に

ならないと結論付けられています。

・ 振り込め詐欺被害の救済策

　平成 19年、国は新たに 「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」

を制定し、 振り込め詐欺等で利用された金融機関の口座に残っている犯罪被害金の分配を、 被害を受けた

人に向けて行うようになりました。

　犯罪利用口座は 「預金保険機構」 からインターネットで公告されるので、 ここに自分が詐欺によって振り込

んでしまった口座がある場合、 申請をすることによって口座に残っている金額 ・申請人数に応じて分配が行

われるようになります。

　当然詐欺グループは入金された金をすぐに引き出そうとしますから、 騙されたと分かったら、 すぐに口座凍

結の申請を行うべきです。 口座に金額が残っていなければ、 申請を行っても分配は行われません。

振り込め詐欺等の特殊詐欺は微減しているとはいえ平成 30年で 16,000 件超、 被害額は 350 億円を超

えます。 税金関係でも救済策があってよいのではないでしょうか。 関係各所は様々な注意喚起をしていま

すが、 未だ被害は多いです。　還付金はどのくらいで還付されるのですか。

A　還付金については、 速やかに支払手続を行うよう努めておりますが、 申告書の記載内容や添付書類等

の審査など、 支払手続を適正に行うための所要の処理を正確に行う必要があることから､その支払手続には

ある程度の日数が必要となります。

　特に、 2 月 ・ 3 月の所得税及び復興特別所得税と消費税及び地方消費税の確定申告期間中は、 大量

の申告書が提出される時期ですので、 還付金の支払手続にはおおむね 1か月から 1 か月半程度の期間を

要することをご理解ください。

※自宅や税理士事務所から e-Tax （電子申告） で提出された還付申告は 3週間程度で処理しています （e-Tax

で 1月 ・ 2 月に提出された場合は、 2～ 3週間程度で処理しています。）

2019.6
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・ 平成 40 年は令和何年？

　西暦 2019 年 5月 1 日から、 日本の元号は 「令和」 となり、 それに伴って国税庁から 「新元号に関する

お知らせ」 というものが出ています。

　それによると 「納税者の皆さまからご提出いただく書類は、 平成表記でも有効なものとして取り扱うこととし

ております」 となっています。 ちなみに平成 40年は令和で言えば 10年です。 今回は区切りが良いので変

換しやすいですね。

・ 他の役所の書類は？

改元に伴う元号の年表示の取り扱いについては 「関係省庁連絡会議申合せ」 という通知が出ています。

　それによると原則各府省が作成する文章は、 改元日以降は 「令和」 を使う。 また、 やむを得ず 「平成」

の表記が残る場合でも、 該当表示は有効となるが、 混乱を避けるように、 訂正印や手書きの修正、 文章

や画面に 「表記が平成でも有効」 と注意書き等を入れるように推奨しています。

　また、 「国民が各府省に申請等を行う場合において、 改元日以降の年の表示が平成とされていても、 有

効なものとして受け付けるものとする」 と記載されています。 やはり平成でも OK、 ということでしょう。

・ 法律や政令はどうなるのか

　法律及び政令についても 「平成」 を用いて改元日以降の年を表示している場合はそのまま有効となります。

　また 「改元のみを理由とする改正は行わない」 としていて、 「改元以外の理由により改正を行う際につい

でに直す」 という方針のようです。 ただし 「改正し ないと支障がある場合は、個別に検討して措置します」

としているあたり、 「念には念を」 の気持ちを感じる文章です。

・ 穏やかに少しずつ変わる改元

　今回の改元は前もって行われる日が分かっており、 システム関係の方は 「もっと時間を」 と思ったかもしれ

ませんが、 対応は徐々に浸透してゆけばよいといった、 柔軟な感じがします。 ただ、 外務省は西暦表記を

検討する等、 変化する姿勢もありました。 この令和という時代、 いったいどのように世の中は移ろってゆくの

でしょうか。

2019.6

新元号と提出書類

「令」 の字の下の方は

「マ」 と書いても大丈夫です。



7

・ 残業時間の上限が設定

働き方改革法が 4月に施行され、 残業時間の上限が設定されました （中小企業は 2020 年 4月予定）。

法対応や生産性アップのためにも残業削減は急務ですが、 残業に頼った会社運営になってしまっている企

業はまだ多いでしょう。

・ 残業が生まれる環境とは

残業はどうして生まれるのでしょうか。 そこには次のようなメカニズムがあると言われています。

◎集中

上司が仕事のできる特定の部下に仕事を振りすぎて、 仕事や残業が集中する。

日本型雇用はメンバーシップ型雇用であり仕事の範囲が明確に決まっていません。 こういった雇用の形態も

特定の人に仕事が集中する一因でしょう。

◎麻痺

残業することで仕事の達成感や社内評価が上がり残業額は問題ではなくなる。

残業時間が月 60時間を超えてくると 「ストレスはあるが幸せ」 と感じる人が増えてきます。 給与UP、 キャ

リアアップ、 働きがいを多く得られるためストレスに対して麻痺してきます。 しかし、 1 日 11時間超の勤務

は心筋梗塞リスクが 1.6 倍との調査結果がある通り、 身体に対してはリスクが増大していきます。 そのほか

仕事が来ない社員の成長機会を奪ってしまう面もあり、 さらに二極化することが懸念されます。

◎感染

職場全体で帰りづらい雰囲気が生まれることで、ほとんどの社員が残業してしまう。上司や同僚が残業で残っ

ていることで、 仕事が終わっても帰りづらい無言のプレッシャーや同調圧力を感じて社内全体の長時間労働

を助長してしまいます。 日本人は外国人に比べて同調しやすいといわれていますが、 最近の研究では大差

がないという結果も出ています。 そのことからも感染を生み出す環境そのものを直さなければならないでしょ

う。

◎遺伝

上司が若いときに経験した長時間労働が当たり前の働き方に固執し、 若手社員に強制してしまいがち。 モー

レツな働き方が体に染みついてしまっているためなかなか抜け出せない事例も多く聞かれます。 残業が多い

ほどパフォーマンスが高いとされてきた、 職場風土を見直さなければならないでしょう。 残業が一概に悪い

わけではなく内容や集中などの見直しが必要でしょう。

2019.6

法改正に向けて  残業の発生メカニズム
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・ 社団法人とは

社団法人と言うと、○○協会とか、○○協議会等公益性の強いイメージがありますが、 それはかつて社団法

人は、 民法 34条や特別法に基づき設立される公益目的の団体の名称だったからです。 しかし 2006 年の

公益法人制度改革により、 一般社団法人と公益社団法人と 2 つになり、 公益社団法人は、 許認可制で今

まで通り公益性が必要ですが、 一般社団法人は誰でも簡単に設立できるようになりました。

・ 一般社団法人とは

人が集まった団体と言った程度の意味です。 人が集まって団体を設立することは、 全く自由です。 しかしそ

の団体が団体として活動したり資産 （土地や建物） を所有するためには、 一個の団体として法律的な認知

をしてもらう必要から、 法人格を付与されたものが一般社団法人です。

・ 普通一般社団法人と非営利型一般社団法人

税務上、 一般社団法人は株式会社等と同様利益に対して通常の法人税が課せられます。 しかし元来社団

法人は営利を目的としてもしなくてもよい団体ですから、 一般社団法人で営利を目的としていないことが明

確 （非営利型一般社団法人） であれば、 税務上の優遇措置を受けられます。 その要件は概ね以下です。

①解散したときは、 残余財産を国や一定の公益的な団体に寄贈すること

②特定の個人又は団体に特別の利益を与えていないこと

③各理事について、 理事とその理事の親族等である理事の合計数が、 理事の総数の 3分の 1以下である

こと

・ 優遇措置

非営利事業に対しては課税されません。 社団法人設立にあたって出資した資金や、 その後社団法人に寄

付した基金は相続財産から除かれます。 これを利用した相続対策が多発したため 「贈与した者の相続税又

は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合には、 受け取った側の一般社団法人を個人

とみなして贈与税又は相続税を課税する」 となっておりますのでご留意ください。

2019.6

社団法人って何？

これだけいれば社団法人だ！
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日　程 ：6月6日（木）　

時　間 ：1３：３0～1７：00(開場1３:００)

定　員 ：20名（先着順）

会　場 ：㈱AIF総研　セミナー室

受講料：▼事務所便り特別価格▼

東京
・

池袋（　　）

加藤　香佳子 氏（かとう　かよこ）

㈱全日本空輸にて、客室乗務員として8年間勤務。

退職後、社会保険労務士、社会福祉士資格取得。

総合病院のソーシャルワーカー、人材派遣会社の労務管理

業務を経て、平成20年にWIN社会保険労務士事務所を

開設し、現在に至る。

女性スタッフの多い美容、医療、介護業界を中心に、助成

金を活用したセミナーや研修を積極的に取り入れ、会社と

従業員が幸せになる理念経営に取り組む企業の支援をし

ている。

社会保険労務士  ＷＩＮ社会保険労務士事務所　

ＵＲＬ： http://win-syarousi.com/

  会計事務所職員、経理担当者の皆様に、労働保険の年度更新と社会保険の算定基礎について、分かりや
すく説明します。
  まずは、基本的な流れを押さえてから、実務上、間違えやすいポイントを紹介しながら、演習問題を使
って、計算手順の確認と届出用紙に実際に記入します。４年に１回の年金事務所の調査対応や会社の負担
が大きい社会保険料の削減のコツも合わせてご紹介します。
  今回のセミナーの内容を押さえれば、顧問先からの突然の質問に慌てずに対応できるようになります。
是非、ご参加下さい。

①労働保険の基礎

　　・加入しなければいけない事業所、加入する人・しない人

　　・給付内容

②年度更新の実務

③演習

　　・労働保険料申告書の書き方

講師紹介

セミナー内容 セミナー概要

演習を通じて学ぶ労働保険年度更新と
社会保険算定基礎届作成の実務

●労働保険編　ここだけ押さえておけば大丈夫！

　　労働保険と年度更新の基礎

●社会保険編　ここだけ押さえておけば大丈夫！

　　社会保険と算定基礎届の基礎

①社会保険の基礎

　　・加入しなければいけない事業所、加入する人・しない人

　　・給付内容

②社会保険算定基礎届の実務

③演習・・・算定基礎届の書き方

④４年に１回の年金事務所の事業所調査

⑤労務担当者が知っているだけで社会保険料が削減できるコツ

⑥法改正情報　

5,400円（税込）

お申込方法
①　【お申込書】に必要事項をご記入の上、ファックスにてお送り下さい。
② 弊社よりＦＡＸにて【請求書】をお送り致しますので、内容をご確認の上、指定口座に「受講料」をお振込み下さい。
③ ご入金確認後【案内書】をFAXにてお送り致します。 
※原則、お振込でのお支払をお願い致します。ただし、直前のお申込みに限り、当日現金にてお支払とさせていただく場合がございます。
※お振込頂いた「受講料の返金」には、一切応じませんので、予めご了承下さい。　※お振込手数料はお客様にてご負担下さい。

貴事務所名

住         所

Ｔ  Ｅ  Ｌ 

Ｆ  Ａ  Ｘ
〒

お申込み書 返信ＦＡＸ番号：０３－３９８５－４１４９

皆様のご参加お待ちしています。

(株)AIF総研　東京都豊島区西池袋1-5-3ｴﾙｸﾞﾋﾞﾙ2F返信ＦＡＸ番号：０３－３９８５－４１４９

参加者名
M A I L

名
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経営者 ・ 総務担当者必見 !!　労務リスク対策セミナー
   令和になって初めての AIF 経営研究会を令和元年６月 14 日 ( 金 ) 午後６時より当事務所のセミナー室で開催

させて頂きます。 経営者とお話しすると今一番の悩みは 「人」 の問題だそうです。 現在の企業活動が昔と大きく

違うのは、 システムや機械や縁故的営業が利益を生むのではなく、 当該企業の社員の 『創造力』 に負うところが

大きく、 社員の創意工夫、 おもてなし力、 コミュニケーション能力等が大きな利益を生む時代だということです。

どこの経営者もやる気のある社員、 顧客のニーズにあった対応力、 提案力等のある人材を求めています。 しかし、

少子化とオリンピック特需によって新卒者の 97% 以上が大企業に流れていると言われています。 中小企業が生き

残る道は働きやすい 『労働環境づくり』 によって社員の創造力、やる気を創出することしかありません。 私は最近 『友

達を誘いたくなる会社づくり』 を提言しています。

   そのような企業環境の整備の第一歩が労務リスク対策です。

   残業代を請求をされた　・解雇や懲戒処分の訴訟リスク・ライバル会社への情報漏えい・セクハラ・パワハラ問題 ・

メンタルヘルス不調対策・急増する労使トラブル・労働基準監督署の調査・労基法に違反しない労働時間管理等々

そこで弁護士の岡本先生、 社会保険労務士酒井先生より現在の労務リスクの愁眉の課題についてお話しを伺うこ

とになりました。 経営者はもちろん労務を所管する総務担当者の皆さんにも有益かと思いますのでぜひご参加をお

待ちしております。

第67回　AIF経営研究会のお知らせ

金子

経営研究会 詳細

◆　日時　　   ： 令和元年 6 月 14 日 （金）

◆　受付開始 ： 17 ： 45 ・ 開始１8 時～２0 時　※時間厳守でお願いします。

◆　場所　　   ： 税理士法人ＡＩＦ　セミナー室

◆　第一部    : 最新の労務リスクについて

　　　　　　         　【講師】　弁護士　岡本先生 ・ 社会保険労務士　酒井先生

　  第二部    : 名刺交換 ・ 交流会

◆　参加費 　 ： 1 名様につき 3,000 円 ( 税込 )

第 67回　ＡＩＦ経営研究会　参加申込書
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