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※本ニュースレターは、英文ニュースレターの翻訳版です。
日本語訳と原文（英文）に差異が生じた場合には、原文が優先されます。
給与計算に係る 2017 年 1 月 1 日時点の重要事項一覧
例年同様、所得税と社会保険について、2017 年も重要な改正が行われている。多数の小幅な改正の中には、留意
すべきものが含まれている。本稿では、給与計算に関する重要事項の解説を行う。
(1)

所得税法の改正

1)

賃金税の電子申告控除の手続

 雇用者による ELStAM-Data（Elektronische LohnSteuerAbzugsMerkmale：電子処理の源泉所得税課税指標）
の利用の義務化
 基礎控除額の増加
 賃金税クラスがすべての報酬に対し同時に適用（例：給与所得と年金所得）
2)

旅費

 2017 年 1 月 1 日からの海外旅費手当の改正
 M 欄記載に係る規則が 2017 年末まで延長
 給与等評価額（これらに係る社会保険料とも関連）
会社費用負担の朝食

1.70 ユーロ

会社費用負担の昼食／夕食

3.17 ユーロ

 その他現物給与が月額 44.00 ユーロまで非課税。当該限度額を超えた場合には、ベネフィット／支給の全額が
課税対象となる。これには、分離課税の対象となる現物給与は含まれない
3)

会社行事

一人当たり 110.00 ユーロまで非課税となっており、これは、最大二つの行事まで適用される。すべての付随コスト
（賃借料、家族分等）を含めて判定する必要がある。超過額は賃金税の課税対象となる（なお分離課税は可能）。
(2)

社会保険法の改正

1)

社会保険料の拠出率
健康保険料

14.60％（会社負担分 7.3%、 従業員負担分 7.3％）

介護保険料

2.55％（子供がいない場合は 0.25％加算）

年金保険料

18.70％

失業保険料

3.00％

法定倒産保険料

0.09％

健康保険の追加

健康保険会社による（従業員負担）

追加健康保険の平均

1.1％

自営の芸術家ジャーナリスト

4.80％
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2)

社会保険料の適用所得限度額

 健康／介護保険料に関する適用所得限度額
健康／介護保険料に関する適用所得限度額

月額 4,350.50 ユーロ
年額 52,200.00 ユーロ

（年間の法定報酬限度額）

（57,600.00 ユーロ）

（特別年間法定報酬限度額）

（52,200.00 ユーロ）

 年金保険料と失業保険料の適用所得限度額

3)

旧西ドイツ地域

月額 6,350.00 ユーロ

年間 76,200.00 ユーロ

旧東ドイツ地域

月額 5,700.00 ユーロ

年間 68,400.00 ユーロ

健康保険料および介護保険料に関する非課税補助限度額
プライベート健康保険のメンバー

最高で半額

健康保険料

317.55 ユーロ

介護保険料

55.46 ユーロ

 少額賃金雇用の上限額は 450.00 ユーロである。この「ミニジョブ」は、法定年金保険の対象となるが、非課税と
することが可能である。少額賃金で一時的な労働者は、その他の同様の労働関係の有無を開示する必要がある
 雇用が 3 カ月または 70 日を越えないときは、一時的な雇用となる
 低所得者に関する限度額は、325.00 ユーロのままで変更はない。雇用者は子供がいない従業員の介護保険追
加額を負担する必要がある
4)

5)

現物給与の月額評価額
住居負担

223.00 ユーロ

食事（合計）

241.00 ユーロ

朝食

51.00 ユーロ

昼食/夕食

各 95.00 ユーロ

保険料の報告および社会保険料の支払期日（法定）
月

最終第 5 銀行営業日（報告）

最終第 3 銀行営業日（支払）

1月

25

27

2月

22

24

3月

27

29

4月

24

26

5月

24

29

6月

26

28

7月

25

27

8月

25

29

9月

25

27

10 月

24

26

11 月

24

28

12 月

21

27

健康保険に関し保険会社が追加でチャージしたり保険料率を引き上げる場合には、従業員は解約することができる
特別な権利が付与されている。変更後の拘束期間に変更はない。
(3)

その他

 ほぼすべての事業に係る最低賃金は、8.84 ユーロとなっている
 年金受給者の雇用については、雇用者による失業保険の拠出が不要となり（2021 年まで）、追加所得の許容限
度額が 2017 年 7 月 1 日に変更される
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