
簡単！書類ベースの 

【報酬料金等支払先・株主等配当金の支払先・ 

不動産賃貸人等用】 

マイナンバー取得・保管・廃棄の実務 



  

 様式レイアウト具体例・使用方法 

【報酬料金等支払先・株主等配当金の支払先・不動産賃貸人等用】 

 マイナンバー取得・保管セットの内容 
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【報酬料金等支払先・株主等配当金の支払先・不動産賃貸人等用】 

 マイナンバーの記入書類 



【報酬料金等支払先・株主等配当金の支払先・不動産賃貸人等用】 

 マイナンバーの記入書類 



１ 税務関係書類への個人番号の記載  

国税庁ホームページより 

 

 従業員以外の番号を記入する関係書類として 

・「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」 

・「不動産の使用料等の支払調書」 

・「配当、剰余金の分配及び基金利息の 

  支払調書」 

等が考えられます。 

 支払調書の作成が必要（各支払調書により作

成条件は異なります）な顧問税理士、外交員、 

講師、著作者、不動産賃貸人、株主等の番号の 

収集・保管が必要となってきます。 

※配当金の支払調書のみ個人番号・法人番号の告知については、 

３年間の猶予規定が設けられております。 



２ 個人番号を取得・管理する上で従業員との３つの違い 

 実務の違い① 主に社外向け  

 実務の違い② 郵送での対応がメイン     

 実務の違い③ 支払調書以外は使用しない 

マイナンバー法が求める安全管理措置基準を 

クリアした上で、使用方法がシンプルで簡単なもの

が求められます。 



【報酬料金等支払先・株主等配当金の支払先・不動産賃貸人等用】 

   マイナンバー取得・管理セットの内容 



1. マイナンバー取得・管理セットの構成  

報酬料金等支払先・株主等配当金の支払先・不動産賃貸人等用】 

マイナンバー取得・管理セットは以下の６つの帳票・ファイルから構成されています。 

③利用記録簿 1枚 

①個人番号台帳兼届出書 

20枚（20人分） 

②個人番号取得用封筒 

２０枚 

④仕切板 3枚 

⑤マイナンバーご提供

のお願い 1枚 

⑥個人番号保管用 

ファイル 1枚 



2.3ステップでできる 簡単！書類ベースのマイナンバー管理 

使い方はシンプルでわかりやすい！ 
届出書を株主等の支払先に配布し、株主等の支払先が記入し確認書類を貼

付し、それを会社が専用ファイルに保管し管理するだけ！ 

ステップ１ 会社から株主等へ配布する 

ステップ２ 株主等から会社へ提出する 

ステップ３ 会社が保管・管理する 



2.3ステップでできる 簡単！書類ベースのマイナンバー管理 

会社の担当者が「個人番号台帳兼届出書」を「個人番号取得用封筒」に入れるなどし

て、株主等に配布します。郵送をする場合は、別封筒を用意し、個人番号台帳兼届出

書と受取人記入済みの個人番号取得用封筒を入れて送付します。 

ステップ１ 会社から株主等へ配布する 

配 布 

株主・賃貸人等 

個人番号 
取得用封筒 

個人番号台帳兼届出書 

【支払調書の提出が必要なもの】 

・報酬料金等支払先 

・株主等配当の支払先 

・不動産賃貸人  

            等 

マイナンバー 

ご提供のお願い  



個人番号 
取得用封筒 

ステップ２ 株主等から会社へ提出する 

2.3ステップでできる 簡単！書類ベースのマイナンバー管理 

#P14111 

受け取った株主等は、封筒から個人番号台帳兼届出書を取り出し、裏面の「個人番号及び特定個人情報の取

扱いについて」を確認の上、必要事項を記入し、確認書類のコピーを個人番号台帳兼届出書の該当箇所に貼

付し送付します。対面で本人確認をする場合は、確認書類そのものを貼付せずに直接提示することが必要で

す。その場合は個人番号関係事務を行う範囲でそのコピーを保管することは可能です。 

提 出 

会 社 

本人確認書類 
本人確認書類 本人確認書類 
本人確認書類 
（コピー等） 

個人番号台帳兼届出書 

貼付 



ステップ３ 会社が保管・管理する 

2.3ステップでできる 簡単！書類ベースのマイナンバー管理 

#P14111 

担当者は、株主等から受け取った「個人番号台帳兼届出書」の記載内容の確認と「本人確認書

類等」の確認を行った後、専用ファイルに綴じ、鍵のかかる書棚等で安全に保管・管理します。 

保 管 

利用記録簿  

個人番号保管用ファイル  

仕切板  

個人番号台帳兼届出書 



3. 取得セットを利用したマイナンバー管理イメージ 

企 業 株 主 等  

本人確認書類 
本人確認書類 本人確認書類 
本人確認書類 
（コピー等） 

配 布 

提 出 
チェック 

記 入 個人番号 
取得用封筒 

個人番号 
取得用封筒 個人番号台帳兼届出書 

個人番号台帳兼
届出書 

チェック 

保 管 



個人番号台帳兼届出書とは、マイナ

ンバーの取得を支払先別に、取得す

ることのできる帳票です。           

取得後はそのまま台帳として管理・

保管することができ、個人番号が不

要になった場合の廃棄も簡単に行う

ことができます。 

厚手の上品なクリーム色の用紙を使

用しており、長期保存にも耐えるこ

とができます。 

 
個人番号台帳兼届出書４つの特長 

取得｜個人番号台帳兼届出書 

個人番号台帳を兼ねる取得用紙 



取得｜個人番号台帳兼届出書（表面） 

特長１ 一目でわかる「本人確認書類のチェックリスト」  

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）と現に手続

きを行っている者が番号の正しい持ち主で

あることの確認（身元確認）が必要ですが、

自身に必要な本人確認書類が複数のパ

ターンあるので迷ってしまうケースも考

えられます。       

このチェックリストを見れば必要な書類

が一目でわかるようになっています。 

また、個人番号及び特定個人情報の取扱

いについての確認欄も設けているので、

マイナンバー法の求める利用目的の特

定・通知義務を支払先が確認したという

証拠にもなります。 

※この欄は法人の場合は記入不要となります。 

 



取得｜個人番号台帳兼届出書（表面） 

特長２ 整理しやすい「会社記入欄」    

報酬料金等支払先、株主等配当の支

払先、不動産賃貸人等を上部で

チェックできます。 

また、整理番号や備考には、株主番

号や関係者番号、不動産名などを記

入できるので、整理がしやすくなっ

ています。 

 

事務実施者がこの帳票を用いてマイ

ナンバーの取得と廃棄をした場合に

は、その日と事務担当者の署名をす

ることで後々のリスク管理に役立ち

ます。 

 



取得｜個人番号台帳兼届出書（表面） 

特長３ 切り離せる「個人番号」管理箇所  

表面右側は「個人番号」管理箇所に

なります。 

個人番号記入欄と、番号確認書類の

貼付欄があります。 

確認書類のコピーを帳票に貼付する

ことで、帳票と一体として管理する

ことができます。 

また、中央にミシン目があることで、

個人番号が不要になった場合、ファ

イリングしたまま「個人番号」管理

箇所だけ切り取ることができ、その

他の個人情報は保管しておくことが

できます。 



取得｜個人番号台帳兼届出書（裏面） 

特長４ 利用目的の特定・明示文書も兼ねる 

番号法に基づき、マイナンバーを取得す

るときは、利用目的を本人に通知又は公

表しなければなりませんが、この帳票は

その利用目的の特定・通知文書を裏面に

あらかじめ印刷し、その機能を兼ねてい

ます。 

社印・責任者印を押印するだけで、利用

することができます。 

利用目的は現段階で想定できる事務を記

載しています。記載のない事務で利用し

なければならない場合が生じたときには、

別途利用目的の変更の事務が必要です。 

 社印・ 

責任者印 



取得｜個人番号取得用封筒 

マイナンバーのやり取りには専用封筒が安全 

マイナンバーは要保護性の高い個人情報ですの

で、関係者以外の目に触れることのないよう、

十分な配慮をしなければなりません。このマイ

ナンバー専用の封筒にはさまざまなセキュリ

ティ対策が施されています。 

個人番号取得用封筒のセキュリティ対策 



取得｜個人番号取得用封筒 

ひと目でわかる「重要書類」専用封筒 

さらに封入書類が透けないよう、色をグレー、

紙を厚手にしたうえ、さらに封筒内面には地

紋印刷を施し、大切な特定個人情報を守りま

す。 

マイナンバーは要保護性の高い個人情報ですの

で、関係者以外の目に触れることのないよう、

十分な配慮をしなければなりません。このマイ

ナンバー専用の封筒には表面には朱書きで、

「重要書類在中」の文字を記載し、内容物の重

要性を簡単に視認できるように工夫されていま

す。 

封筒内面に封入書類が 

透けない地紋を印刷 



取得｜個人番号取得用封筒（裏） 

誤配等の事故の際にも、関係者以外が誤って開

封することのないよう、裏面に「担当者以外開

封厳禁」の朱書きや心当たりのない場合には

「受取人」又は「差出人」まで連絡をもらう旨

の注意喚起文を印刷しています。      

その他にも左図のような便利な工夫が凝らされ

ています。 

誤配等時の開封のリスクを防ぐ専用封筒 

糊が要らないタックテープ 

ベロを折ると隠

れる注意喚起文 

担当者の確認だけでなく、 

誤配等の際の連絡先としても 



取得｜個人番号台帳保管パック 

仕切板 3枚 

株主と不動産賃貸人など複数の種別の台帳を１

つのファイルで保管する場合に仕切としてご使

用いただけます。 

利用記録簿 1枚 

個人番号の取得・廃棄以外にファイルを使用する

場合に履歴を残すための利用記録簿です。 

誰が、いつ、どのような用件で利用したかを記入

することで、特定個人情報を安全に管理すること

ができます。 



取得｜個人番号台帳保管パック 

個人番号保管用ファイル 1枚 

確認が終わった個人番号台帳は専用のファ

イルに保管すると便利です。 

このファイルは「特定個人情報ファイル」

にあたるものですので、そのまま金庫等で

保管し、管理者を特定し、物理的安全管理

措置が施された方法で管理することで、簡

単でわかりやすく、かつ安全なマイナン

バーの管理が可能です。 

マイナンバーご提供のお願い 1枚 

個人番号台帳兼届出書を支払先等へ渡す時の鑑で

す。 

提出書類・提出期限・提出先・問い合わせ先を記

入することで、間違いなく提出してもらうことが

できます。 



【報酬料金等支払先・株主等配当金の支払先・不動産賃貸人等用】マイナンバー取得・保管セット 

②利用記録簿 1枚 ①個人番号台帳兼届出書 

20枚（20人分） 

③個人番号取得用封筒 

２０枚 

④仕切板 3枚 

⑥マイナンバーご提供

のお願い 1枚 

⑤個人番号保管用 

ファイル 1枚 

 注番号文：マイナンバー３－S 
 定価：2,160円（税込） 

【セット内容】 

①個人番号台帳兼届出書 20枚 

②利用記録簿 1枚 

③個人番号取得用封筒 20枚 

④仕切板 3枚 

⑤個人番号保管用ファイル 1冊 

⑥マイナンバーご提供のお願い 1枚 



【報酬料金等支払先・株主等配当金の支払先・不動産賃貸人等用】個人番号台帳兼届出書 

個人番号台帳兼届出書 20枚（20人分） 

 注番号文：マイナンバー３－１ 
 定価：1,080円（税込） 



  

＊この資料にある帳票システムについては実用新案登録出願中です。類似品の制作・販売は固くお断りいたします。 

＊カスタマイズ等のご要望も承りますので、ご要望の際には恐れ入りますが、上記お電話番号又は（kaihatsu@horei.co.jp）までご

連絡いただけますようお願いします。 

その他にもマイナンバー関連商品の 

書籍・DVD等を多数販売しています。 

≫ お問い合わせは 03-6858-6955 まで 

≫ http://www.horei.co.jp/mynumber/ 


