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９月分の社会保険料より
変更が必要です！
社会保険の算定基礎届を提出した事業者は、
８月に届く「決定通知書」をもとに社会保険料
の標準報酬月額を見直してください！
● 定時決定の流れ
4月

5月

6月

4-6月の報酬月額の
平均を算出

今ココ！
7月

8月

算定
基礎届
提出

9月

10月

11月

新しい標準報酬月額にて
計算された保険料を
給与から控除開始！

12月

8月

新しい標準報酬月額は翌年8月分給与分
または随時改定等をするまで使用。

●保険料変更のタイミング
当月と翌月控除のタイミングがあります。会社の処理方法に従ってください。
✔ 当月控除の場合 → ９月に支払う給与から変更してください
✔ 翌月控除の場合 → １０月に支払う給与から変更してください
社会保険労務士
樫葉 稔

※ご不明点等ありましたら、社労士法人アクシスまでお気軽にご連絡ください

もう余計なことはやりたくない！
全ての社会保険手続きを何とかしたいときは
■ 顧問契約料金表※３０名以上の場合は別途お見積り

社労士
顧問契約

従業員数
（役員・パート含む）

右記以外（税抜）

建設・飲食
県外事業所（税抜）

1-9名

月額10,000 円

月額15,000 円

10-19名

月額15,000 円

月額20,000 円

20-29名

月額20,000 円

月額25,000 円

まるごと

経理事務代行
記帳・給与・振込など
円～
全部まるごとまかせて
次のような方に最適なサービスです

29,800

経理担当がやめ
てしまった方

社員に経理をまか 業務を効率化
せられない方
したい方

コスト⽐較（経理代⾏⇔パート雇用）
経理代⾏

記帳
タイムカード集計
給与計算

5,000円／〜50仕訳
6,000円／〜2,000円×3名

請求書発⾏

7,000円／〜10件

振込・支払

10,000円／〜10件

その他振込代⾏

1,800円

月額

年額

パート雇用
時給800円
×
5時間/1日
×
20日/月
週5日×4週

29,800円

80,000円

357,600円

960,000円

経理丸投げで⼈件費約6割削減︕年額60万コスト削減︕
お申込みいただくサービスの組み
合わせにより料⾦が異なります。
まずはお⾒積から。

株式会社徳島経理代⾏センター

088-634-1223
担当︓笠井（雅）・近藤

〒770-00051徳島市北島⽥町1丁目3番地3

【お問い合わせ】☎088-634-1223

✉kasaim@m-staff.com 担当:笠井雅也

