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職員の情報を登録します。 

 

１ 共通  

 

 
入力した内容を保存します。 

 

 

訂正 

間違って登録していた内容を修正した時に選択します。 

 例）生年月日：昭和 60 年 5 月 5 日を間違って平成 60 年 5 月 5 日で登録して

しまっていた時 など 

 

追加 

特定の日付から、登録内容が変わる時に選択します。 

 例）標準報酬月額が今まで「240 千円」だったのが、来月から「200 千円」に

変更になる時 など 

 
表示中の適用開始年月日のデータを削除します。 

なお、個人情報タブで削除を実行する時、以下の条件をすべて満たしている時は実

行できません。 

・登録されている適用開始年月日がひとつだけの時 

・支給データがある時 

 

 
各種帳票の印刷メニュー画面へ移動します。 

 
新しい職員を追加登録する際、他の人のデータを複写して作成できます。 

 
個人情報マスタ入力画面を終了します。 

個人情報マスタの登録 
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登録内容が適用される日付を入力します。 

新規の場合は、通常採用年月日と同日を設定します。 

家族情報タブ以降は、個人情報タブより前の日付での入力はできません。 

 

 

 

未登録のタブは赤く表示されます。必ず全て登録してください。 
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2 個人情報 初期設定 ⇒ 個人情報マスタ ⇒ 個人情報 

氏名・生年月日・住所などの個人情報の設定をします。 

 

コード、適用開始年月日を入力し、必要項目を入力後登録[F1] をクリックします。 

所属、役職で選択肢が不足している時は各項目の右側にある設定から登録してください。 

 

雇用形態：労働保険の確定保険料算定基礎賃金集計に反映されます。 

（詳細は 7 章社会保険 算定基礎賃金集計表 7-6 を参照） 

備  考：どこにも反映しません。全角 60 文字まで入力可能です。 

 

 

2.1 個人情報複写処理 

新しい職員を追加する際、他の人のデータを複写して作成する際に使用します。 

 

1.複写をクリックし、個人情報複写処理画面を表示します。 

2.左側のリストから複写元となる人を選択します。 

3.複写先に新規で作成する人の適用開始年月日、所属グループ、個人コードを設定します。 

4.実行[F1] をクリックすると新しい人が作成されます。 

5.個人情報マスタで、氏名や生年月日などの相違箇所を修正してください。 
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2.2 経験年数 

前職を含めての経験年数を算出することができます。必要な場合に入力してください。 

 

必要事項を入力し追加をクリック。 

登録済みデータを修正する場合は一覧から選択し、修正後訂正をクリック。 

削除する場合は、一覧から選択し削除をクリック。 

いずれも最終的に登録[F1] を実行しないと保存されません。 

なお、現職分（背景黄色表示）は訂正も削除もできません。 
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3 家族情報 初期設定 ⇒ 個人情報マスタ ⇒ 家族情報 

所得税算出における扶養親族の人数や、年末調整時の本人該当の設定をします。 

所得税の算出や年末調整に関わりますのでご注意ください。 

 

3.1 本人該当欄 

職員本人に関する情報を設定します。 

 

本人該当欄 上段 本人該当や家族該当欄の設定により自動で算出されます。 

配偶者有 配偶者がいる場合にチェックを入れます。 

本人所得と配偶者所得の選択により、「源泉控除対象配偶者」「控除対

象配偶者」等の判定を行います。 

勤労学生 本人が勤労学生に該当する場合にチェックを入れます。 

税額計算上扶養親族等の数に加算されます。 

外国人 本人が外国人に該当する場合にチェックを入れます。 

災害者 本人が災害者に該当する場合にチェックを入れます。 

死亡退職 本人が死亡退職に該当する場合にチェックを入れます。 

ひとり親等 本人が寡婦又はひとり親に該当する場合にチェックを入れ、「寡婦」か

「ひとり親」のどちらかを選択します。 

税額計算上扶養親族等の数に加算されます。 

障がい者 本人が障がい者に該当する場合はチェックを入れ、「一般障がい者」か

「特別障がい者」のどちらかを選択します。 

税額計算上扶養親族等の数に加算されます。 

※未成年の判定は生年月日から自動で行います。 
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3.2 家族該当欄 

配偶者及び扶養親族の情報を入力します。 

 

配偶者欄 配偶者の情報を入力します。 

所得見積の設定により「該当無し」の時は入力できません。 

家族欄 配偶者以外の扶養親族の情報を入力します。 

氏  名 名前を入力します。 

生年月日 生年月日を入力します。 

区  分 入力した生年月日によって「一般」「特定」「老人」「年少」の何れかが自動表示

されます。 

続  柄 続柄を選択します。選択肢が不足している時は右側の設定から登録してくださ

い。 

障がい者 障がい者の場合「一般」か「特別」のどちらかを選択します。 

障がい者ではない場合、空白にしておきます。 

同  居 同居している場合は「有」を選択します。 

同居していない場合は空白にしておきます。 

非居住者 国内に住所を有せず、かつ、現在まで引き続いて１年以上国内に居住を有しない

場合にチェックを入れます。 

他の所得者

の控除扶養

親族 

所得金額調整控除の判定に影響します。 

配偶者の控除対象となっている扶養親族が、所得金額調整控除の該当要件対象者

の場合にチェックを入れます。 

税額計算上扶養親族等の数には加算されません。 

例）扶養親族が同居特別障害者の時 

  障がい者：特別  同居：有 
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4 支給形態情報 初期設定 ⇒ 個人情報マスタ ⇒ 支給形態情報 

支給方法や通勤手当の設定をします。 

 

支給形態 賃金形態を日給月給、日給、時給から選択します。 

「月給」の方も日給月給を選択してください。 

処理区分 通 常 計 算：通常はこれを選択します。 

休職 (給与無 )：休職期間中で、給与支給がない場合に選択します。 

        社会保険料は徴収されます。 

休職 (給与有 )：休職期間中でも、給与支給する場合に選択します。 

給与計算しない：嘱託医など、毎月給与支給をしない人の場合などに選択します。 

年末調整 年末調整過不足額の精算方法を選択します。 

給  与：本年最後の給与支給時に精算する場合に選択します。 

賞  与：本年最後の賞与支給時に精算する場合に選択します。 

別途支給：給与や賞与とは別に年調過不足額を精算する場合に選択します。 

確定申告：当システムで年末調整の計算を行わない場合に選択します。 

昇給差額 遡及差額の精算方法を選択します。 

給  与：指定月の給与支給時に精算する場合に選択します。 

賞  与：指定月の賞与支給時に精算する場合に選択します。 

別途支給：給与や賞与とは別に差額を精算する場合に選択します。 

な  し：差額計算をしない場合に選択します。 

 

 

4.1 支給方法 振込口座情報 

給与や賞与等の支給情報の設定を行います。 

 

初期状態では現金手渡しになってますので、支給方法が現金の場合は設定の必要はありません。 

種別 一般銀行・ゆうちょ銀行・現金手渡しの何れかを選択します。 

銀行・支店・口座番号 種別で一般銀行を選択した時に設定します。 

設定する銀行・支店が選択肢にない時は右側の設定から登録します。 

記号・番号 種別でゆうちょ銀行を選択した時に設定します。 

 

振込元選択 振込元が複数ある時に設定すると、振込元別に集計することができま

す。選択肢が不足している時は右側の設定から登録します。 

名義名 名義名カナ 自動で職員の氏名が表示されます。変更がある場合にのみ修正してく

ださい。 
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振込区分 全  額：振込先が１つの時はこれを選択します。 

定  率：指定率の金額を払い込みます。 

定  額：指定された額を払い込みます。 

残  額：複数口座を指定した時、最後の設定でこれを選択します。 

控除項目：指定控除項目の金額を払い込みます。 

残額処理 振込区分が定率・定額・控除項目の時に設定します。 

手 渡 し：残額はすべて現金手渡しになります。 

他金融機関：他の振込口座を設定できます。 

 

 

・給与と賞与の振込先を別々に設定する 

初期状態では給与と賞与の支給方法は同じになっています。 

別々の支給方法を設定するには、賞与タブにある「給与と同じ」のチェックを外してください。 

給与と同じように支給方法を設定することができます。 

 
 

 

・振込設定を削除し現金手渡しへ変更する 

今まで設定していた支給方法から、全額現金手渡しに変更する手順です。 

1.登録済みの支給方法を選択し右側の削除ボタンをクリックします。 

 

2.一覧から設定が消え、支給方法：現金 振込区分：全額 が表示されます。 

 設定していた支給方法が複数ある場合は全部削除します。 

3.最後に登録[F1] をクリック。 
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4.2 通勤手当 

ここで設定した内容で 0401 通勤手当が計算されます。 

 

支給方法 通勤手当の支給がある場合「金銭」を選択します。 

支給金額 １回に支給する金額（もしくは単価）を入力します。 

区分 距離 通勤手段を選択します。 

交通用具を選択した時は距離も選択します。 

支給期間 通勤手当を支給する間隔を選択します。 

1 ヶ月 3 ヶ月 6 ヶ月 日毎 

支給開始月 支給期間で 3 ヶ月・6 ヶ月を選択した時、通勤手当の支給開始月を選択します。 

例）支給期間３ヶ月で開始月が 4 月の時 

4 月・７月・10 月・1 月の給与計算時に通勤手当が支給されます。 

非課税額 通常 1 ヶ月分の通勤手当に対しての非課税額が表示されます。 

支給期間で 3 ヶ月・6 ヶ月を選択した時は 1 か月分の非課税額にそれぞれの月数を

乗算した金額が表示されます。 

非課税額の設定を確認する場合は右側の税額表ボタンをクリックします。 
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5 税関係情報 初期設定 ⇒ 個人情報マスタ ⇒ 税関係情報 

所得税の控除区分や住民税の設定をします。 

 

5.1 所得税 

税 額 表：ここで選択した税表区分により 0401 所得税を計算します。 

「使用しない」を選択した場合、金額を自動算出しません。 

年調種別：源泉徴収票の種別に印字する名称を入力します。 

総括表提出先：総括表を提出する市町村を選択します。 

 

 

5.2 住民税 

ここで設定した金額により 0501 住民税を算出します。 

住民税納付先を選択しておくと、「住民税納付一覧表」で納付先別に住民税額を確認できます。 

住民税納付先で選択肢が不足している時は設定から登録します。 

 

住民税徴収方法 

 住民税の徴収方法を選択します。 

 給与支払総括表資料に必要な情報です。 

 

簡易設定 

 通常はこちらを選択します。 

 「６月」に６月分の金額、「７月以降」に７月～翌年５月の金額を入力します。 

 

月別設定 

 月ごとに金額を設定することが出来ます。 
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6 社会保険情報 初期設定 ⇒ 個人情報マスタ ⇒ 社会保険情報 

社会保険の情報を設定します。 

 

 

被保険者となる保険の「被保険者」にチェックを入れます。 

それぞれの取得年月日や番号を入力します。 

健康保険・厚生年金保険の被保険者の時は標準報酬月額も入力します。 

 

厚生年金保険資格喪失年月日 

通常は 70 歳の誕生日の日付が表示されます。 

任意で日付を設定する場合は、「任意継続する」にチェックを入れ、日付を修正します。 

 

雇用保険免除高齢者 

 令和 2 年 4 月 1 以降 制度廃止 

 

短時間労働者（特定適用事業所） 

 特定適用事業所に勤務し、特定の要件を満たす短時間労働者にチェックを入れます。 

 

二以上事業所勤務 

 二以上の事業所に勤務し、両社で社会保険の被保険者となる場合にチェックを入れます。 

 健康保険料(介護保険料)・厚生年金保険料は「支給控除情報タブ」にて控除額を手入力します。 

 

 

6.1 産休育休 

産前産後休業、育児休業により休職する場合に使用します。 

 

休業開始日及び終了日を入力してください。 

休業期間中は給与も社会保険料も計算されません。 
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7 支給控除情報 初期設定 ⇒ 個人情報マスタ ⇒ 支給控除情報 

給与で支給・控除する項目や金額の設定をします。 

 

パターンを使用すると支給及び控除項目欄に項目が表示されます。 

選択肢が不足している時や修正がある場合は右側の設定から登録します。 

金額や項目等の修正をします。 

 項目が不足している時は項目マスタから登録します。 

項目マスタで計算区分が「金額」以外の項目は金額の入力ができません。 

（ただし、二以上勤務者については健康保険料(介護保険料)、厚生年金保険料の手入力が可能となります。） 

基本給の金額を号等級マスタから参照する場合は行政職・号・等級を設定します。 

 選択肢が不足している時や修正がある場合は右側の設定から登録します。 

 

項 目 マ ス タ 設定の途中でも支給控除項目マスタに移動できます。 

項 目 検 索 登録済みの支給・控除項目が検索できます。 

行 挿 入 選択中の行に空白行を追加します。 

行 削 除 選択中の行を削除します。 

 ▼   選択中の行を下方向に移動します。 

 ▲   選択中の行を上方向に移動します。 

 

14 行以上設定をする場合は行挿入で入力行を追加します。 

最高で 25 行まで設定が可能です。 

 

日給月給のとき 

必要な支給金額を設定した後再集計をクリックします。 

施設マスタの給与規定の設定により、時給単価や残業単価が算出されます。 

算出された金額が違う場合は設定をご確認ください。 

 

時給・日給のとき 

日給単価・時給単価を入力した後再集計をクリックします。 

施設マスタの給与規定の設定により、残業単価が算出されます。 

算出された金額が違う場合は残業単価乗率や計算結果端数処理の設定をご確認ください。 

 

 02 賃金区分に複数の項目を追加できますが、基本としては 0201 賃金をご使用ください。 



支給控除情報 

13 

 

賞与グループ 

グループを選択すると、賞与計算時に設定した項目が自動で表示されます。 

一覧入力を使用する場合は必ず設定してください。 

選択肢が不足している時は右側の設定から登録します。 

 

 

7.1 複数単価使用 

保育士と調理員など、時給単価が違う職種を兼任してる時などに使用します。 

※使用できるのは日給・時給者のみです。 

 

1.支給控除項目マスタで給与支給の区分コード 02 賃金に項目を追加します。 

（仮に 0201 賃金 0202 賃金 2 とします。） 

 

 

2.個人情報マスタの支給控除情報に戻り、支給項目に 0201 賃金と 0202 賃金 2 を設定します。 

3.「複数単価使用」にチェックをいれ、それぞれ日給単価・時給単価を入力します。 

 チェックを入れることが出来ない時は支給形態情報の支給形態が「日給月給」になっている可能性

があります。 

4.再集計をクリックし、残業単価を表示します。 

なお、残業単価は 0201 賃金の時給単価を基に算出されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



支給控除情報 

14 

 

7.2 単価設定（固定・毎月変動） 

日給月給の職員の、残業単価が毎月固定か変動かの設定が可能です。 

 

施設マスタ 給与規定タブにある「割増賃金設定」により、単価入力の仕方が変わります。 

   

個人情報マスタに単価設定する 

 

毎月単価計算する 

 

 ※支給形態が「日給」「時給」の時は、日給単価・時給単価は入力可能です 

 

 

7.2 確認メッセージ 

登録済みデータを表示させた時や、データ登録時に下記メッセージが表示されることがあります。 

 

残業単価が変わってる可能性がある時に表示されます。 

例 1）基本給や時給単価を変更した後、再集計を実行していない。 

例 2）データを登録した後、施設マスタの給与規定を変更した。 

 

表示が煩わしい場合は当社サポートまでご連絡ください。 
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退職時は下記項目の設定を変更します。 

 

適用開始年月日は通常、退職日と同じ日付で更新します。 

個人情報マスタ 個人情報タブの退職年月日を入力します。 

個人情報マスタ 支給形態情報タブの年末調整を「確定申告」に変更します。 

システムで年末調整をする場合は退職年月日のみ入力します。年末調整の設定は変更しません。 

 

給与入力画面からも退職処理が行えます。 

 

 

 

8 退職時処理  



印刷 
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個人情報マスタ画面から印刷[F9] をクリックするか、メインメニューから印刷メニューをクリックし 

マスタタブをクリックます。 

 

9 個人台帳  

個人情報マスタの設定を印刷することができます。 

 

退 職 者：設定を「なし」にすると、出力対象者のうち 

退職者は表示しません。 

出力情報：出力したい設定にチェックを入れます。 

出力不要な分はチェックを外します。 

作 成 日：作成日を印字する時は「あり」を選択します。 

 

 

 

 

10 職員一覧表  

個人情報マスタに登録している氏名を一覧で印刷すること

ができます。 

 

退 職 者：設定を「なし」にすると、出力対象者のうち 

退職者は表示しません。 

作 成 日：作成日を印字する時は「あり」を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

印刷 


