
社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現する
ことを目的として、社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）が導入されます。

平成27年10月から、個人番号・法人番号が通知され、平成28年1月から順次利用が開始されます。

税分野では、申告書や法定調書など、税務署に提出する税務関係書類に個人番号・法人番号を記載
することによって、税務行政の効率化および納税者サービスの向上などが期待されています。

「マイナンバー制度」が
始まります!

「マイナンバー制度」の導入予定表

政省令等の整備 法人番号の通知・公表

2015年
10月

2017年
1月

2016年
1月

申告書・法定調書等への法人番号の記載

「マイナポータル」の運用開始

● 税務関係書類への個人番号、法人場合の記載
● 従業員と従業員家族情報への個人番号入力
● 社会保障関係書類への個人番号、法人番号の記載※1

● 不要となった従業員とその家族情報の個人番号自動廃棄※1

● 税務関係書類への個人番号、法人場合の記載

シス テム 対 応 内 容

2015年（平成27年）12月対応予定

● 各帳票様式対応 2016年以降順次対応予定

2015年（平成27年）11月より順次対応予定

発 表 時 期

R4シリーズの対応内容および発表時期は次の通りです。

すでにR4シリーズをお持ちの方は、マイナンバーの事前収集準備のために、以下内容に対応した「Eiボード」のバージョンアップを、
2015年10月から開始します。

エプソンなら「マイナンバー制度」もあんしん！

給与R４

● 個人番号の一括入力、保存
● 法人番号のWeb取得、一括入力、保存
● 不要となった個人番号の一括廃棄
● アクセス権による個人番号取得、参照、廃棄の制御
● 個人番号取得、参照、廃棄時のアクセスログの保存

シス テム マイナンバーの専用データベース対応内容

2015年10月対応予定

バージョンアップ時期

Eiボード

相続税R４

法人税R４

所得税R４

財務会計R４

消費税R４

事務所管理R４

申請・届出書R４

電子申告R４

減価償却
＊2015年6月現在の内容です。予告なく変更する場合があります。
※1：2016年以降順次対応予定内容

＊本パンフレットに記載の情報は予告なく変更する場合があります。（2015年6月）

〒160-8324  東京都新宿区西新宿6-24-1西新宿三井ビル24階 〒392-8502  長野県諏訪市大和3-3-5

2015.6.19

■参考ホームページはこちら

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/index.htm社会保障・税番号制度について

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html内閣官房のホームページ

●各帳票様式対応　●帳票印刷における個人番号のマスキング対応　●マイナンバーパスワード設定対応
既存インターKX・応援シリーズのシステム対応については以下を予定しています。

タビスランドで税理士のための、マイナンバー制度の概要と
税理士・会計事務所の実務対応などの情報発信中！
タビスランドで税理士のための、マイナンバー制度の概要と
税理士・会計事務所の実務対応などの情報発信中！
タビスランドで税理士のための、マイナンバー制度の概要と
税理士・会計事務所の実務対応などの情報発信中！

タビスランド　マイナンバー

個人番号及び特定個人情報の漏えいを防止するための安全管理措置の検討にあたり番号法及び特定個人情報の適正
な取扱いに関するガイドライン等を厳守しなければなりません。
違反した場合には厳しい罰則規程があり、個人情報保護法よりも罰則の種類が多く刑も重くなります。

全ての企業に求められる安全対策

安全措置管理

個人番号及び特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の適切な管理のために、必要かつ適切な安全管理措置を
講じ、従業者に対する必要かつ適切な監督も行う必要性があります。主な対策としては、４つの安全管理措置となります。

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、情報漏えい等事案に対応する体制の
整備、取扱状況の把握及び安全管理措置の見直し

組織的安全管理措置

個人番号を取り扱う事務取扱い担当者の監督及び教育、従業員への定期的な研修等、特定個人情報等についての
秘密保持に関する事項を就業規則などへの盛り込み等

人的安全管理措置

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えい
等の防止、個人番号の削除、機器及び電子媒体等の廃止

物理的安全管理措置

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、情報漏えい等の防止
技術的安全管理措置

詳しくは

Ver.2.0

個人番号の通知 個人番号カードの交付　順次、個人番号の利用開始

各種製品情報、各種ドライバ類の提供、サポート案内などの
様々な情報を満載したエプソンのホームページです。

 http：//www.epson.jp

「応援シリーズ」専用ホームページ 

エプソンのホームページ 
http：//o-en.jp月～金曜日（祝日、当社指定休日を除く）

本件に関するお問い合わせはこちらまで

会計ソフトインフォメーション

TEL.050-3155-8170（ガイダンス番号 1番を選択してください）
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エプソン 花子

20XX年月X日まで有効

個人番号
カード

セキュリテーコード　1234

東京都新宿西新宿○ー○ー○
生年月日 1990年○月○日 性別 女
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ウイルス感染・外部侵入防止

入退室管理・電子錠 サーバーラック・施錠管理

XTMシリーズ

ウイルス

許可された人

悪意のある
第三者

ファイル
サーバー

Webカメラ
ビデオ会議システム

複合機 IP電話機

Stop!Stop!

OK!OK!

Stop!Stop!
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マイナンバー制度に対応するために、「R4シリーズ」では専用のデータベースを用意し、個人番号・法人番号の一元管理
と専用のアクセス権限を設定し、安心してご利用できるセキュアな環境をご用意します。
これにより、日本税理士連合会発行のマイナンバーガイドブックに即した、マイナンバーの収集から破棄までの運用を
支援してまいります。

マイナンバー取扱権限者による、個人番号の画面
閲覧、帳票出力・電子申告・申請が可能

関与終了日、退職日付等で一括廃棄可能
利用期間終了時にはアラート表示による個人番号
の消し忘れ防止

アンチウイルスソフトをPCにインストールだけでは不完全
です。外部からの脅威は「UTM」（統合脅威管理）でシャット
アウトします。

ICカード電子錠で、サーバールームなどの入退室
管理を確実に行います。

高価なIDカード専用プリンターを必要とせず、パソ
コンとインクジェットプリンターのみで簡単・即座
にIDカードを作成できるカード作成ソフトウェア
です。顧問先の訪問時に、所員証を利用することで
会計事務所のイメージアップにもつながります。

錠付きサーバーラックの場合は、サーバー電源投入が面倒です。
APC製のUPSは、電源自動ON機能付きのため、ラック扉の開閉
なしでサーバーの電源を入れられます。

物理的安全管理措置

盗難防止用の施錠付き小型ラック、空冷ファンによ
る防塵対策でサーバーの長期安定稼働に最適。

物理的安全管理措置

技術的安全管理措置

「簡単IDプリント」とセットがオススメ！「簡単IDプリント」とセットがオススメ！

セキュリティー対策セキュリティー対策

サーバーラックとAPC製のUPSセットがオススメ！サーバーラックとAPC製のUPSセットがオススメ！

1 セキュリティー対策セキュリティー対策 2

セキュリティー対策セキュリティー対策 3

＊2015年7月下旬取扱い開始予定 ＊2015年7月下旬取扱い開始予定

エプソンの会計システム「R4シリーズ」のマイナンバー対応
エプソンがご提案する「技術管理安全措置」「物理的安全管理措置」のセキュリティー対策の一部をご紹介します。
「マイナンバー制度」が開始する前に、事務所のIT環境などのセキュリティー状況を事前チェックすることをおすすめします。

セキュリティー対策

「R4シリーズ」では、各アプリケーションに標準搭載される統合管理機能「Eiボード」内に
マイナンバー専用のデータベースを用意し、一元管理を行います。さらに、個人番号をサー
バーに格納する際には、暗号化処理によるセキュアなデータ管理を行うことで、事務所内で
の安全管理・運用を支援します。

マイナンバーの一元管理と暗号化

システムのユーザー権限とは別に、マイナンバー専用の取扱い権限設定が可能です。マイナン
バー取扱い権限がある場合のみ、帳票出力・電子申告・申請が可能となります。取扱い権限
がない場合は、帳票や画面などにマスキング処理がされ、個人番号が表示されません。
さらに、マイナンバーに関する処理を行った際には、ログ管理で利用履歴を把握し、日本税
理士連合会の雛形に準じた「特定個人情報ファイル管理簿」を作成することが可能です。

マイナンバーの取扱い権限管理とログ管理

個人データの関与終了日を入力することで、廃棄対象リストやアラートを表示し、データの
消し忘れを防止することにより、確実な廃棄処理ができます。さらに、個人番号廃棄時には、
ログとして記録保持し、顧問先提出用の「個人番号廃棄証明書」を発行することが可能です。

個人番号の廃棄リスト・アラート表示

＜マイナンバーデータベース構造と運用イメージ＞

＜マイナンバーの安全運用を実現する専用データベースでの対応内容＞

＊2015年6月現在の内容です。予告なく変更する場合があります。

＊取扱権限者以外は、個人番号のマスキング表示され閲覧・出力できませんが、
  入力業務は可能です。

安全運用を
実現します！

PCがなくてもリーダーでICカードを簡単登録。
入退室管理のデータは、リーダ内のSDカードに保存。
「入退室（両側）」「入室のみ」の2タイプを用意。 組立て不要で簡単導入。

錠付きの安心管理、重量約29kgで盗難防止。

ネットワーク機器もまとめて収納。

熱対策のための空冷ファンが標準搭載。

商品名 ：XTMシリーズ
メーカー名：WatchGuard

メーカー名：株式会社クロノス
商品名：Core Rack
メーカー名：株式会社アルテミス

商品名：APC（UPS）
メーカー名：シュナイダーエレクトリック
　　　　　 株式会社

法人番号のWeb-API連携(インターネット経由)
による確実な登録

個人番号の暗号化※１によるセキュアな環境を用意
チェックデジットへの対応により、誤入力を抑止

取得

マイナンバーの専用データベースによる一元管理で
個人番号の分散防止
マイナンバー取扱権限管理によるアクセス管理と
操作履歴管理
操作履歴データと連携した「特定個人情報ファイル
管理簿」の作成

管理

利用

顧問先提出用に「マイナンバー廃棄証明書」発行が可能
廃棄

各PCクライアント

Stop!Stop! Stop!Stop!

クライアント専用
セキュリティーソフト  F-Secure

※1：総務省および経済産業省（電子政府）が推奨する「CRYPTREC暗号ソフト」の暗号化技術を採用。

ウイルス感染・外部侵入によるデータ流出を
この1台で完全ブロック。
15,000以上のあらゆる攻撃、不正アクセスを遮断
し、ネットワークを防御します。攻撃元として識別
されたIPアドレスは自動的にブロックし、情報漏洩
を未然に防ぎます。

最新ウイルス情報の自動ダウンロードで
常に安心環境を提供。
2,500,000以上のウイルスに対応しているほか、
最新のパターンファイルを自動的にダウンロードし、
常に最新ウイルスに対応し大切なデータを確実に
守ります。

面倒な設定や突然のトラブルは
リモート操作で簡単解決で管理者不要。
遠隔地（アルテミスサポートセンター）よりリモート
接続し、障害切り分けやネットワーク構成などの
設定変更ができます。
そのため、管理者不要で安心なセキュリティー
運用が可能です。


