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この度の「平成 30 年 7 月豪雨」により被災されました皆様へ
心からお見舞いを申し上げます。
一日も早い復興と、皆さまのご健康を
心よりお祈り申し上げるとともに
地元企業として復興を応援してまいります。

お困りごとなどございましたらご連絡下さい。迅速に対応をいたします。

エムアンドシーシステム 株式会社

8 月号のもくじ
☆ BSS コラム
１）ＩＴ ／ 事業継続計画(BCP)を改めて考える
～ 身近な災害を目の当たりにして ～
エムアンドシーシステム株式会社 佐々木宏幸

２）経営 ／ 連載 課題解決 その 6
株式会社 M.M.C 金廣利三氏

３）労務 ／ 同月得喪の社会保険料について
倉敷社会保険労務士法人 山口哲司氏

☆ M&C 主催セミナーのご案内
「社内で情報共有を始めよう!!
クラウド型サービス「kintone」紹介セミナー」
☆ 経営・ＩＴ特別講座のご案内
～ビジネススキルのアップを目的とした講座のご案内～

☆
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BSS コラム（IT）
事業継続計画(BCP)を改めて考える～ 身近な災害を目の当たりにして ～
7 月上旬に発生した西日本豪雨災害において、各地で甚大な被害が発生しており、被災された皆様に心
からお見舞い申し上げます。
大きな災害が起きる度に「事業継続計画」という言葉を耳にします。「事業継続計画」とは、災害などの緊
急事態が発生した際に、企業が損害を最小限に抑え、事業の継続や復旧を図る為の計画です。
今回は、主に社内にある「情報資産(データ)」を中心に考え方をお伝えします。
(1) 重要なデータの保管場所
⇒ 多くの業務がパソコンでおこうなうようになり、企業においては業務に関するデータ
のバックアップが重要になります。消失すると取り返しのつかない重要なデータは、
事業所以外の場所に保管する仕組み（クラウドサービスの利用も視野に入れ）を検討しましょう。
(2) 紙でしかない資料を今後どう扱うか
⇒ 「紙」は少なからず「劣化」しますし、「火」や「水」などに対して決して強くありません。
最低限「紙」から「データ化(複製)」し、前述の(1)の要領で保管する方法を検討しましょう。
災害はいつ発生するかわかりません。一番大切なのは「命」を守ることです。「情報資産(データ)」のバックアッ
プさえきっちりできていれば、そこにアクセスできる手段さえ整えは、いつでも業務を再開することができます。避難
所などの安全な場所への退避も速やかにおこなうことができます。すぐに避難行動をとれる体制の構築が重要
です。
（エムアンドシーシステム株式会社 佐々木 宏幸）

※BSS
Windows
8 の場合は、8.1 へアップデートが必要。
コラム（経営）

課題解決 その 6
５回に渡り、課題解決に関して述べてきました。一般的に課題と言えば、特別に大きな問題が浮上して、早
く解決しなければならない状態を想像します。しかし、経営目標の実現に向けて関係各部署が取組んでいる
日々の仕事も、目標達成へ向けた課題解決と言えるのです。日々の業務であるルーチンワークでさえ、効率
化や効果的に成果を得ようと改善取組をすれば、課題解決の対象となります。つまり、普段の仕事自体が課
題解決への取組みと言えるのです。
仕事は、社内の関係各部署と有機的に作用し合って成り立っています。従って、一部分だけを最適化しても、
他の部分が歩調を合わせなければ、全体の進行は期待通りには行きません。つまり、全体を最適化しバランス
を整えなければ、折角取組んだ努力が水泡と帰してしまいます。
多くの事業者は、表面化する問題へ短絡的な発想で解決策を策定され、我武者羅に取組まれようとします。
現場から解決策への指摘があったとしても、「既に決まったこと」の一言で押切ろうとします。無論、真剣に考え
た末の事ですから、気付いたとしても中々曲げる訳にも行きませんし、公言してしまった後では尚更の事です。
しかし、その改善策が最適解になっているかどうか、これはこれで新たな問題の発生と謂わざるを得ません。
目に見えないビジネス環境の変化が、企業へ対してあるべき姿への革新対応を求めてきます。未来の事は誰
にも解る筈がありませんが、その為に最適解を求めようと環境分析し経営戦略を立案します。そこには、勘や経
験に頼ることなく、論理的に客観的に導き出される答えがあるのです。
当たり前の事を当たり前に行うのが困難なご時世ですが、その原因は案外社内に蔓延している要因と言えなく
もない様です。いま一度、客観的に事象を見詰め直してみる必要が在りそうです。その出発点は、意識（認
識）を新たにし、論理的に考えてみることからスタートです。
（株式会社 M.M.C 金廣利三氏）
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BSS コラム（労務）

同月得喪の社会保険料について

Q．４月１日に入社して、２週間で退職してしまった元社員から、「国民健康保険と国民年金の手続き時に、“４
月分から保険料を納めてください”と言われました。給与明細書を見ると健康保険料、厚生年金保険料が控除されてい
ます。二重に納めることになりませんか。」との問い合わせがありました。どのように対応したらいいでしょうか
A． ご質問のケースでは、会社は厚生年金保険料の還付を受けることができます。元社員の方に対しては、「後日、
控除した厚生年金保険料をお返しします。」とお伝えください。なお、健康保険料については、こうした取り扱いがないため
返金はありません。
（１）社会保険納付の原則
「月の途中で入社した場合は、日割り計算ですか。」との質問を受けますが、健康保険料（介護保険料を含む。
以下同じ）、厚生年金保険料は、月を単位に計算します。資格を取得した日（入社日）の属する月から資格を
喪失した日（退職日の翌日）が属する月の前月まで、保険料を納付します。月の途中で退職した場合はその前
月まで、また末日に退職した場合は資格喪失日は翌月の１日になりますから退職した月までの保険料を納付します。
ただし、入社した月と退職した月が同じ場合（同月得喪）では、１か月分の保険料を納付しなければなりません。
（２）同月得喪の厚生年金保険料
ご質問のような同月得喪の場合、従来は厚生年金保険料、国民年金保険料をそれぞれ納付していましたが、
平成２７年１０月以降、国民年金保険料のみ、納付することになりました。２０歳以上６０歳未満は、国民年
金の強制加入者ですから再就職して厚生年金の資格を取得しない限り、国民年金に加入することになります。
退職者が、厚生年金、または国民年金に加入した場合、日本年金機構から「同月中に被保険者資格を取得・
喪失された被保険者に関するお知らせ」という文書が届きます。還付手続きを行うことで、厚生年金保険料は、会社
負担分、本人負担分を合わせて会社への還付または保険料納付時に調整されます。この場合、退職者へは会社
から返金しなければなりません。
同月得喪後、同月末の保険資格による保険料還付の有無は下表のとおりです
同月得喪後、同月末の保険資格

還付

再就職して厚生年金に加入する

○

２０歳以上６０歳未満で国民年金に加入する（国民年金第１号）

○

２０歳以上６０歳未満で配偶者に扶養される（国民年金第３号）

○

６０歳以上で国民年金に任意加入する

○

６０歳以上で厚生年金に加入しない

×

２０歳未満で厚生年金に加入しない

×

※健康保険料についてはこれまで通り還付されません。
（倉敷社会保険労務士法人

山口哲司氏）

経営者・総務担当者必見!! M&C 主催無料セミナーのご案内
社内で情報共有を始めよう!!

クラウド型サービス「kintone」紹介セミナー

～まずは社内の Excel 資産から超有効活用!～

こういった方にオススメです。
開催のご案内プ

・「各メンバーの進捗報告を Excel で共有しているけど、上書きなどのトラブルが頻発！」
・「案件進捗、顧客データ、 ToDo 管理など複数のツールを使っているので、情報がバラバラ！」
・「外出先から営業資料へアクセスしたい！」
・「社外とのプロジェクトでメール + Excelデータが多くなり、管理が大変！」
今回のセミナーでは機能紹介に加え、実際にkintoneを用いてアプリの構築、
情報共有、運用のデモンストレーションを行います。
Kintoneの活用で企業が抱える問題解決の方法をご紹介します。

とは
チーム・グループで必要な
「データベース」、「プロセス」、「コミュニケーション」
の３要素で構成されたクラウド型ソフトウェアです。
「顧客管理」「案件管理」「クレーム管理」「業務日報」など
現場の欲しいシステムが簡単につくれるソフトウェア、
それが「kintone」です。

●開催日 ： 2018 年 8 月 17 日（金）（受付 13：15~）
13：30～ 第一部 M&C ビジネスサポートサービスの紹介
14：00～ 「kintone」活用セミナー～まずは社内の Excel 資産から超有効活用!～
●講 師
：エムアンドシーシステム株式会社 笹井 正己
●開催場所 ：エムアンドシーシステム株式会社 2F セミナールーム （倉敷市沖 255-11）
●参加費
：無料（BSS 会員の方優先） ●定員 ： 10 名
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経営・IT 特別講座
～ビジネススキルのアップを目的とした講座のご案内～
講座No.
I
T
系
講
座

IT102

演題

Excel基礎研修
（2ｈ×5回）

内容

講師

開催日
8/6(月)・8(水)・
9(木）・15(水)・
21(火) (5日間）

ビジネスに必要なEXCELの基礎知識の習得
図形やグフィックの活用、表の作成、数式の入力、
複数シートの操作、グラフの作成を行います。

締切
7/30
（月）

【ITｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ】 各回18：00～20：00
岩井大治郎 9/7(金)・11(火)・
13(木）・19(水)・
21(金) (5日間）

8/31
（金）

各回18：00～20：00

心と体と脳のリフレッシュ・メンタルヘルスセミナーで
は、“個人を生かすことが、組織のパワーを最大に引き
出す”をコンセプトにトータルな心と体と脳の健康の予
防・快復・維持・向上について学びます。

BZ602

心と体と脳のリ
フレッシュ・
メンタルヘルス
講座

BZ107

運用システム しい経営戦略を立案しても、運用するシステムが充分に機能し
ていなければ、成果は期待できません。人材採用・教育研修・
講座
予実管理（目標、行動、ＰＤＣＡ）・評価など、職位職責ごと

経営戦略の成果を最大化するための運用システム構築 素晴ら

ビ
ジ
ネ
ス
系
講
座

【経営士】
本城 稔

【経営士】
金廣 利三

8/1（水）
18：00～20：00

8/17（金）
18：00～20：00

7/25
(水）

8/10
(金）

に透明性と納得性の高い仕組み創りが求められます。

BZ603

BZ900

女と男のおもしろ心理学 仕事とプライベートでチャンスを掴む
女と男のおもし には、女性と男性の心理の理解力アップと特性の違いを受け止
ろ心理学講座 めあう柔軟性を身につけることで、可能性は広がっていきま
す。

決算書
読解講座

日商簿記３級
取得講座
BZ902
(任意日コース全
9回）

決算書が読めれば経営がみえてくる。
そもそも決算書とは？損益計算書（P/L)の仕組み、貸借対照表
（B/S）の仕組み、キャッシュフロー計算書（C/S）の仕組みを学び、
会計情報を経営に活用することを目的とします。
全9回任意の受講日設定が可能な講座です。
第１回～４回：簿記入門～基礎編
簿記の考え方から始まり、基本的な帳簿付け・会計仕訳ができる力を養
成します。
第５回～９回：応用編 日商簿記３級の試験問題を解く力を養成し
ます。
ゴールとして、日商簿記３級試験合格を目指します。

【経営士】
本城 稔
【税理士
事務所】
栩本泰輝
税理士事務所

【税理士】
田邊 一平

9/3（月）
18：00～20：00

8/27
（月）

8/22(水)

8/15
（水）

13：30～15：30

受講開始前にスケ
ジュールを講師と打ち
合わせ
※全9回実施

-

場 所：エムアンドシーシステム㈱ セミナールーム
定 員：各講座 10 名まで
料 金：各講座 10,500 円（税抜）1 社 3 名まで受講可能
※BZ902 のみ 全 9 回 63,000 円（税込）別途ﾃｷｽﾄ代 5,000 円（税込）
＜お申込みはこちら＞

<お申込み方法>
別紙お申込み書を FAX いただくか、お電話にて受講したい講座番号
と日時をお伝えください。お申込み後、受講証を送付させていただきま
す。料金については受講日（複数回講座は初日にまとめて）お支払
いただきます。
※最低受講人数に満たない場合は講座が中止となる場合がございます。あらかじめご了承願い
ます。また複数回講座の場合、途中で受講を中止される場合、料金の返却はございません。

電話番号：086-421-5378
FAX番号：086-421-5379
締切日を過ぎていても受講可能な場合があ
ります。また、翌月以降の講座のご案内も可
能ですので、どうぞお気軽にお問い合わせ下
さい。

あらかじめご了承願います。

皆さまからのご意見、ご要望をお待ちしております！
「こんな話を聞いてみたい！」「最近のＩＴ事情ってどうなの？」「働き方改革を簡単に教えて」
等々、ちょっと相談してみたい、ちょっと話をきいてみたい、こんな講座を開いて欲しい、など、皆さまか
らのご意見、ご要望を承っております！是非お気軽にお問い合わせ下さい。
ＢＳＳ通信のバックナンバーあります！連載コラムなど「見逃した！」と思ったらご連絡下さい！

制作・企画：M&C BSS 事務局
発行：エムアンドシーシステム㈱
〒710-0836 倉敷市沖 255-11
TEL:086-421-5378
FAX:086-421-5379
http://www.mandc.co.jp/

