
給与Ｒ４シリーズ 今回の変更点 

旧バージョン（Ver14）からの変更内容や年末調整のポイント、 

給与R4シリーズでよくある問い合わせについてご説明いたします。 

 

 システムの主な対応内容 

 年末調整のポイント 

 その他よくある問い合わせ 
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平成27年版 Ver.15.1 



● システムの主な対応内容 

マイナンバー対応 

•個人番号・法人番号はマイナンバー共有データベースで管理されます。個人番号は暗号化されます。 

•マイナンバーパスワードの設定、ユーザー別のマイナンバー取扱権限の管理、操作ログ、個人番号の 
廃棄処理等はＥｉボードで一元管理されます。 

•従業員等の個人(法人)番号を入力する画面ではマイナンバー利用権限チェックを行うよう対応しました。 

•マイナンバー関連申告帳票の印刷では個人番号の印刷／マスク印刷／空白印刷の選択に対応しました。 

 

税制改正対応 

•28年以降データの「給与所得の源泉徴収税額表（月額表、日額表）」及び「賞与に対する源泉徴収税額
の算出率の表」の改正に対応しました。 

社会保険に関する変更点 

•［会社新規作成］時の計算条件の料率を最新料率に変更しました。 

•（健・厚）事業所関係変更届（104）の様式変更に対応しました。 

 

その他システムの変更内容 

•支給控除一覧表で、旧パージョンの表印刷の印刷タイプを追加しました。 

•印刷プレビュー→［保存］および ［給与］→［連続印刷］で［ファイリング］機能に対応しました。
（事務所管理R4（顧問先管理）がセットアップされている場合に限る） 

•フリーデザイン管理表等の特殊印刷のプレビューで縮小倍率が設定できるよう対応しました。 
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● 個人番号・法人番号について 

•個人番号は、12桁の番号で、住民票を有する国民全員に１人１つ指定され、市区町村か
ら通知されます。また、住民票を有する中長期在留者や特別永住者等の外国籍の方にも
同様に指定・通知されます。個人番号は「通知カード」により、住民票の住所に通知さ
れます。個人番号の利用範囲は、番号法（行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律）に規定された社会保障、税および災害対策に関する事務
に限定されています。 

個人番号について 

•法人番号は、13桁の番号で、設立登記法人などの法人等に１法人１つ指定され、国税庁
から通知されます。なお、法人の支店や事業所には指定されません。法人番号は、書面
により通知を行うこととしており、例えば、設立登記法人については、番号の指定後、
登記上の本店所在地に通知書が届きます。法人番号は個人番号とは異なり、原則として
公表され、どなたでも自由にご利用いただくことができます。 

法人番号について 
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マイナンバー制度の概要 

 社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を
実現することを目的として、社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）が導入されます。
平成27年10月から、個人番号（マイナンバー）・法人番号が通知され、平成28年1月から
順次利用が開始されます。 



● 税務関係書類への番号記載について 
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マイナンバー制度の概要 

 マイナンバー制度導入に伴い、国税分野では、税務署等へ提出いただく申告書・法定調書等
にも番号（個人番号又は法人番号）の記載が必要となります。番号の記載が必要となる時期
の例は、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

– 記載時期等、国税の番号制度に関する情報につきましてはこちらをご覧ください。 

https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jyoho.htm 

 

– 源泉所得税、法定調書に関する事務の取り扱いについてはこちらをご覧ください。 

「法定調書提出義務者・源泉徴収義務者となる事業者のための社会保障・番号制度の概要」 

https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/gaiyo.pdf 

 

記載対象 一般的な場合 

所得税 平成28年1月1日の属する年分以降の申告
書から 

（平成28年分の場合） 

 平成29年2月16日から3月15日まで 

法人税 平成28年1月1日以降に開始する事業年度
に係る申告書から 

（平成28年12月末決算の場合） 

 平成29年2月28日まで 

法定調書 平成28年1月1日以降の金銭等の支払等に
係る法定調書から 

（例）平成28年分給与所得の源泉徴収票、
特定口座年間取引報告書⇒平成29年1月
31日まで 

申請書・届出
書 

平成28年1月1日以降に提出すべき申請書
等から 

各税法に規定する、提出すべき期限 

https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jyoho.htm
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jyoho.htm
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jyoho.htm
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/gaiyo.pdf
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/gaiyo.pdf
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/gaiyo.pdf


● 社会保険関係手続について 
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マイナンバー制度の概要 

 社会保障・税番号制度導入に伴い、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の届出様式等に「個
人番号」や「法人番号」を追加する等の改正が予定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

– 厚生年金保険・健康保険の新規適用届と事業所関係変更届については、厚生年金保険制度等の改革の
一環として、平成27年6月から新たに「会社法人等番号」の記載をしていただくこととしています。
この「会社法人等番号」の記載欄は、平成28年1月からはマイナンバー制度により国税庁長官が指定
する「法人番号」の記載欄となります。 

 

分野 主な届出書等の内容 施行日 

雇用保険 以下の様式に「個人番号」を追加予定 

・雇用保険被保険者資格取得届 

・雇用保険被保険者資格喪失届 等 

以下の様式に「法人番号」を追加予定 

・雇用保険適用事業所設置届 等 

平成28年１月１日提出分～ 

健康保険・厚
生年金保険 

以下の様式に「個人番号」を追加予定 

・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 

・健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 

・健康保険被扶養者（異動）届 等 

以下の様式に「法人番号」を追加予定 

・新規適用届 等（※） 

平成29年１月１日提出分～ 

 

 

 

平成28年１月１日提出分～ 

 



●本人の確認方法・安全措置について 
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マイナンバー制度の概要 

 本人の確認方法について 
個人番号の提供を受ける際は、成りすましを防止するため、厳格な本人確認が義務付けられています。 

したがって、個人番号が記載された申告書や法定調書などを税務署等へ提出する際には、本人確認書類の
提示又は本人確認書類の写しを申告書等に添付していただく必要があります。また、事業者の方が法定調
書に記載するために従業員の方などから個人番号の提供を受ける際には、本人確認をしていただく必要が
あります。 

 安全措置について 
個人番号および特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他適切な管理のために、必要かつ適切な
安全管理措置を講じなければなりません。また、従業員に対する必要かつ適切な監督も行わなければなり
ません。 

組織的安全管理措置 

•組織体制の整備、取扱規程等に基づ
く運用、取扱状況を確認する手段の
整備、情報漏えい等の事案に対する
体制整備などの措置 

人的安全管理措置 

•個人番号を取扱う事務所および担当
者の監督及び教育、従業員への定期
的な研修、特定個人情報などについ
ての秘密保持に関する事項を就業規
則に盛り込むなどの措置 

物理的安全管理措置 

•特定個人情報の取扱区域の管理、機
器及び電子媒体等の盗難等の防止、
電子媒体等を持ち出す場合の漏えい
等の防止、個人番号の削除、機器及
び電子媒体などの廃棄についてなど
の措置 

技術的安全管理措置 

•情報システムへのアクセス制御、
ユーザーID及びパスワード等による
アクセス者の識別と認証、ファイア
ウォール設定等による外部からの不
正アクセスなどの防止及び外部送信
の際のデータ暗号化やパスワードな
どの措置 



● マイナンバー共有データベースの管理 
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マイナンバー対応の概要 

•個人番号・法人番号はマインナンバー専用のデータベース（マイナンバー共有データベース）
で管理されます。このとき、個人番号は暗号化して管理されます。 

（Ｅｉボード Ver.15.20の対応による） 

マイナンバー共有データベース 

•マイナンバーパスワードの設定、ユーザー別のマイナンバー取扱権限の管理、操作ログ、個人
番号の廃棄処理等はＥｉボードで一元管理されます。（Ｅｉボード Ver.15.20の対応による） 
※ 詳細は、Ｅｉボードのサポートメニュー「マイナンバー導入手順システム編」を参照してください。 

Ｅｉボードの管理 



● 会社データの法人（個人）番号の登録 

•会社データの法人（個人）番号は共通基本情報設定画面から登録します。法人（個人）番号は
給与R4システムのデータベース内に保持せず、Ｅｉボードのマイナンバー共有データベースに
保存されます。 

共通基本情報に紐づく法人（個人）番号はＥｉボードでも登録ができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社データの法人（個人）番号の登録 
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R4シリーズ Ｅｉボード：マイナンバー共有データベース 

共通基本情報設定画面 

個人番号 法人番号 
登録 

Ｅｉボードでは共通基本情報に紐づく法人番号・個人番号の一覧入力、給与R4システムの従
業員等を含む個人番号の廃棄処理に対応しています。 

マイナンバー対応の概要 



● 従業員の個人番号の登録／関連帳票の印刷 

•従業員や家族情報の個人番号、支払を受ける者の個人（法人）番号は、各入力画面から登録しますが、
個人（法人）番号は給与R4システムのデータベース内に保持せず、Ｅｉボードのマイナンバー共有デー
タベースに保存されます。従業員等に紐づく個人（法人）番号はＥｉボードで登録することはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

従業員等の個人（法人）番号の登録 

•マイナンバー関連申告帳票の入力画面に個人番号や法人番号の入力欄はありません。 
個人番号の印刷は印刷条件設定画面で、印刷するかどうかを選択して印刷する仕組みです。印刷時にマイ
ナンバー共有データベースから個人（法人）番号を取得し印刷します。 

 

 

 

 

 

 

 

マイナンバー関連申告帳票の印刷 
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給与R4システム Ｅｉボード：マイナンバー共有データベース 

印刷条件設定画面 

印刷しない（空白） 

マスク印刷する 

印刷する 

従業員／個別入力、家族情報、支払を受ける者 等 

個人番号 法人番号 
登録 

参
照 

マイナンバー対応の概要 



● マイナンバーパスワードの設定 

 マイナンバー情報に対応したＥｉボードや給与R4システムをセットアップすると、初回起
動時、マイナンバーパスワード設定画面が表示されます。 
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起動しているユーザーが「マイナンバー取扱責任者」
ならば「マイナンバーパスワード」「パスワードの確
認」を入力して、［確定］をクリックしてください。 

マイナンバーパスワード設定 

マイナンバーパスワード設定画面は、マイナンバーパスワードが設定されるまで、アプリケー
ション起動時に毎回表示されます。ユーザーごとに管理レベルを設定している場合は、セキュ
リティ管理者のみで表示される画面です。 

マイナンバーパスワードを設定すると、「マイナンバー取扱権限」の設定を促すメッセージが
表示されます。Ｅｉボードでユーザー設定をしている場合は、必要に応じて「マイナンバー取
扱権限」を設定してください。 

設定については、Ｅｉボードのサポートメニュー「マイナンバー導入手順システム編」を参照
してください。 



● マイナンバー取扱責任者の確認 

 マイナンバーパスワードが設定されると、マイナンバーパスワードを設定したユーザー以外
のセキュリティ管理者では、アプリケーション起動時、以下の画面が表示されます。 

（複数のセキュリティ管理者を設定している場合のみ） 

 

 

 

 

 
 

– マイナンバー権限設定画面は、マイナンバーパスワードを設定したユーザーが「マイナンバー取扱責
任者」であったかどうかを確認するために表示される画面です。 
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（）内のユーザーが 対応 

マイナンバー取扱責任者である 「次回からこのメッセージを表示しない。」にチェックを付けて［閉じる］を
クリックしてください。 

マイナンバー取扱責任者でない • 起動ユーザーがマイナンバー取扱責任者のとき 

［次へ］をクリックしてください。マイナンバーパスワード設定画面が表示
されます。マイナンバーパスワードを再設定します。 

• 起動ユーザーがマイナンバー取扱責任者でないとき 

「次回からこのメッセージを表示しない。」にチェックを付けて［閉じる］
をクリックしてください。 

「 xxxxxxx 」はマイナンバーパスワードを
設定したユーザー名です。 

マイナンバーパスワード設定 

Ｅｉボードのユーザー設定で、管理レベルを設定していない場合は、全てのユーザーがセキュ
リティ管理者と同等の動作になります。 



● マイナンバーパスワードの更新 

 マイナンバーパスワードが設定・変更されてから90日を経過すると、Ｅｉボードやアプリ
ケーションの起動時、マイナンバーパスワードの有効期限切れのメッセージが表示されます。
［OK］をクリックすると、マイナンバーパスワード設定画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– マイナンバーパスワードの有効期限（90日）は、 

Ｅｉボード［管理メニュー］→［マイナンバー］ 

タブ→［マイナンバーパスワード有効期限設定］ 

で任意に変更することができます。 
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• ユーザーごとに管理レベルを設定している場合は、セキュリティ管理者のみで表示される画
面です。 

• マイナンバーパスワードは、Ｅｉボード［管理メニュー］→［マイナンバー］タブ→［マイ
ナンバーパスワード設定］でも変更できます。 

マイナンバーパスワード設定 

有効期限は日単位で変更できます。 

「無期限」を選択すると、期限切れメッセージは表示さ
れなくなります。 

メッセージは、マイナンバーパスワードが 

設定されるまで、アプリケーション起動時
に毎回表示されます。 



● その他 マイナンバーに関する設定 

 マイナンバーパスワード設定以外のマイナンバーに関する設定は、全てＥｉボードで行いま
す。設定については、Ｅｉボードのサポートメニュー「マイナンバー導入手順システム編」
を参照してください。主な設定は次の通りです。 

 

 

 
 

 

 

給与R4 平成27年版 Ver.15.1 

14 

マイナンバーパスワード設定 

Ｅｉボード ［管理メニュー］ 内容 

マイナンバー マイナンバー利用設定 給与R4システムでマイナンバーを取り扱わない場合は、アプリケー
ションのチェックを外してください。以後、給与R4システムで個人
（法人）番号の入力、個人番号の印刷はできなくなります。 

マイナンバーパスワード設定 設定済みのマイナンバーパスワードが変更できます。 

マイナンバーパスワード有効
期限設定 

マイナンバーパスワードの有効期限を変更します。 

ユーザーと権限
の設定 

グループ・ユーザー設定 

ユーザー設定画面 
複数ユーザーの設定をしている場合は、ユーザーごと「マイナン
バー取扱権限」のチェックを付けることができます。「マイナン
バー取扱権限」のチェックを付けると、給与R4システムでは、マイ
ナンバーパスワード入力なしで、個人（法人）番号の入力、個人番
号の印刷ができるようになります。 

［マイナンバー］タブ ユーザー設定画面 



● マイナンバーパスワード入力画面 

 マイナンバーパスワードを設定すると、給与R4システムでマイナンバーに関連する入力画
面の起動時、マイナンバーパスワード入力を求める画面が表示されるようになります。 
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給与R4システム全体でマイナンバーの管理をしない
場合は、Ｅｉボード［管理メニュー］→［マイナン
バー］タブ→［マイナンバー利用設定］でアプリ
ケーションのチェックを外してください。マイナン
バーパスワード入力画面は表示されなくなります。 

マイナンバーの管理 対応 

マイナンバー情報を入力・確認する マイナンバーパスワードを入力して［確定］または[Enter]キーを押してください。 

マイナンバーパスワードは、給与R4システムを終了するまで有効になります。 

マイナンバー情報を入力・確認しない マイナンバーパスワードを入力せず、「アプリケーションを終了するまで、マイナ
ンバーを使用しない」にチェックを付けてから［確定］してください。 

給与R4システムを終了するまで、マイナンバーパスワード入力画面は表示されなく
なります。 

マイナンバーパスワード入力 



● パスワード入力画面が表示される機能 

 マイナンバーパスワード入力画面は給与R4システムの以下の機能を起動するときに表示さ
れます。 
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マイナンバーパスワード入力 

タブ 機能 

データ選択 ［作成］→［会社新規作成］［処理会社から作成］［会社コピー］→［新規登録］→［確定］→法人個人
区分で「個人」選択時 

［作成］→［会社新規作成］［処理会社から作成］［会社コピー］→［登録済みの共通基本情報を参照す
る］で「個人」を選択して［確定］時 

［基本情報変更］（法人個人区分：個人のみ） 

［バックアップ］→「バックアップデータに個人番号を含める」にチェックを付けてバックアップ実行時 

自動バックアップ時（自動バックアップ設定画面で「バックアップデータに個人番号を含める」にチェッ
クを付けてある場合） 

設定 ［会社基本情報変更］（法人個人区分：個人のみ） 

［従業員／個別入力］ 

［従業員／一覧入力］ 

［汎用データ］→［Excel出力・受入］タブ → マイナンバー［EXCEL受入］ 

給与・賞与 ［給与（賞与）明細／個別入力］ →［選択］→［従業員］クリック時 

［給与（賞与）明細／一覧入力］ →［従業員］クリック時 

年末調整 ［年末調整／一覧入力］ 

支払調書 ［支払を受ける者］ 

［法定調書合計表］→［合計表印刷］→［実行］時（個人番号の場合のみ） 

配当 ［配当等の支払を受ける者］ 



● パスワード入力画面が表示される条件 

 マイナンバーパスワード入力画面が表示される条件は次の通りです。 

給与R4システムでの個人（法人）番号の入力・確認権限、個人番号の印刷権限も次のよう
に判定されます。 
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マイナンバーパスワード入力 

Ｅｉボード マイナンバー利用設定（システム単位）：チェック：有 

Ｅｉボード マイナンバー利用設定（システム単位）：チェック：無 

保護データでない（入力画面のみ判定） 

Ｅｉボード マイナンバー取扱権限：有 

Ｅｉボード マイナンバー取扱権限：無 

Ｅｉボード ユーザー設定：有 

Ｅｉボード ユーザー設定：無 

保護データである（入力画面のみ判定） 

マイナンバーパスワード入力：有 

マイナンバーパスワード入力：無 

マイナンバーパスワード入力：有 

マイナンバーパスワード入力：無 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

権限有 

権限有 

権限無 

権限有 

権限無 

権限無 

権限無 

マイナンバーパスワード入力なし
で「権限有」と判定されます。 

Ｅｉボードでセキュリ
ティ管理者を設定して
いる場合、セキュリ
ティ管理者以外のユー
ザーにマイナンバー取
扱権限のチェックが付
いていないときは、マ
イナンバーパスワード
入力画面は表示されま
せん。「権限無」と判
定されます。 



● マイナンバーパスワード FAQ 

 複数ユーザーで管理しています。マイナンバー情報を参照する必要のないユーザー向けにマ
イナンバーパスワード入力なしで処理をする設定はありませんか。 

 Ｅｉボードでユーザー設定をしていない場合 

一部のユーザーでマイナンバーを利用しない設定にすることはできません。マイナンバー入力画面起動時、
マイナンバーパスワード入力画面が表示されますので、マイナンバーパスワードを入力せず、「アプリケー
ションを終了するまで、マイナンバーを使用しない」にチェックを付けて、［確定］をクリックしてくださ
い。給与R4システムを終了するまで、マイナンバーパスワード入力画面はされなくなります。 

Ｅｉボードでユーザー設定をしている場合 

セキュリティ管理者以外は、ユーザー設定で「マイナンバー取扱権限」のチェックが外れていれば、個人
（法人）番号の入力・確認、個人番号の印刷ができなくなります。 

セキュリティ管理者は「マイナンバー取扱権限」のチェックがないとき、マイナンバーパスワード入力が必
要です。 
 

 年末にマイナンバー情報を登録しましたが、平成28年の年末まではマイナンバー関連申告帳
票を印刷することはありません。マイナンバーパスワード入力画面を表示しないようにする
ことはできませんか。 

 マイナンバー情報の登録が完了したら、Ｅｉボード［管理メニュー］→［マイナンバー］タブ→［マイナン
バー利用設定］で使用しているアプリケーションのチェックを外してください。 

以後、マイナンバーパスワード入力画面は表示されなくなります。 

マイナンバー利用設定のチェックを外すと、入力済みの個人番号は全てマスキング表示され、マイナンバー
関連申告帳票は個人番号欄が空白で印刷されます。 
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Ｑ 

Ａ 

Ｑ 

Ａ 

マイナンバーパスワード入力 



● 個人（法人）番号の入力・確認 

 個人番号、法人番号の入力・確認は次の画面で行います。 

– 背景色：黄色は参照のみ、背景色：グレーは入力不可です。 
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タブ 機能 番号種類 権限有 権限無 

データ選択 基本情報変更  法人番号 1234567890123 1234567890123 

個人番号 123456789012 ************  

設定 会社基本情報変更  法人番号 1234567890123 1234567890123 

個人番号 123456789012 ************  

会社基本情報変更→共通基本情報変更 法人番号 1234567890123 1234567890123 

個人番号 123456789012 ************  

従業員／個別入力  個人番号 1234 5678 9012 **** **** ****  

従業員／個別入力 → 追加／変更／複写追加 

従業員／個別入力 → 追加／変更／複写追加 → 家族 

従業員／一覧入力  

従業員／一覧入力 → 家族 

個人番号 1234 5678 9012 **** **** ****  

給与 

賞与 

給与(賞与)明細／個別入力 → 選択 → 従業員 

給与(賞与)明細／一覧入力 → 従業員 
個人番号 1234 5678 9012 **** **** ****  

年末調整 年末調整／一覧入力 

年末調整／一覧入力 → 家族情報・扶養 
個人番号 1234 5678 9012 **** **** ****  

支払調書 

配当 

支払を受ける者  

配当の支払を受ける者  

法人番号 1234567890123 ************* 

個人番号 123456789012 ************  

支払を受ける者→ 追加／変更／複写追加 

配当の支払を受ける者→ 追加／変更／複写追加 

法人番号 1234567890123 *************  

個人番号 123456789012 ************ 

配当 配当等の分配の支払調書 → 配当計算 法人番号 1234567890123 1234567890123 

マイナンバー情報の入力・確認 



● 会社データの法人(個人)番号の入力・確認 その１ 

 ［設定］タブ→［会社基本情報変更］で会社データの法人番号または個人番号を確認するこ
とができます。 

– 法人番号・個人番号は変更できません。変更する場合は［共通基本情報変更］をクリックして変更 

してください。 
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会社データの個人番号を会社／基本情報の設定画面で確認するためには、マイナンバーパス
ワードが入力済みであること、または、起動しているユーザーに「マイナンバー取扱権限」が
設定されていることが必要です。 

権限がない場合は、個人番号はマスキング（または空白）で表示されます。（法人番号は権限
によらず表示されます。） 
 

個人番号が設定されているとき       個人番号が設定されていないとき 

 

 

 
 

法人個人区分が「法人」のとき 法人個人区分が「個人」のとき 

個人（法人）番号の入力・確認 



●会社データの法人(個人)番号の入力・確認 その２ 

 共通基本情報設定画面で会社(個人)データの法人(個人)番号を登録します。 

 

 

 

 

 
 

 

– 共通基本情報で設定された法人番号・個人番号は会社データには保持されず、Ｅｉボードのマイナン
バー共有データベースに保存されます。 
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法人個人区分が「法人」のとき 法人個人区分が「個人」のとき 

会社データの個人番号を共通基本情報設定画面で登録するためには、マイナンバーパスワード
が入力済みであること、または、起動しているユーザーに「マイナンバー取扱権限」が設定さ
れていることが必要です。 

権限がない場合は、個人番号欄の背景がグレーになり、個人番号はマスキング（または空白）
で表示されます。（法人番号は権限によらず登録できます。） 
 

個人番号が設定されているとき       個人番号が設定されていないとき 

 
 

 

 

個人（法人）番号の入力・確認 



● 従業員の個人番号の入力・確認 

 従業員の個人番号は［設定］タブ→［従業員／個別入力］ ［従業員／一覧入力］、［年末
調整］タブ→［年末調整／一覧入力］で登録できます 。 
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従業員の個人番号は、次の条件に合致する場合のみ登録が可能です。 

① マイナンバーパスワードが入力済みであること、または、起動しているユーザーに 

「マイナンバー取扱権限」が設定されていること 

② ［マイナンバー利用設定］で給与R4システムに☑が付いていること 

③ 対象データに「保護」が設定されていないこと 

合致しない場合は、 

個人番号欄の背景がグレーになり、個人番号はマスキング（または空白）で表示されます。 
 ※Ver.15.1にデータ変換済みのデータで、更新により複数年度の会社データがあるときやコピー会 

  社を作成している場合は、登録済みの従業員を別の人に変更しないようにしてください。 

  （従業員を削除し、新たに追加するようにしてください。） 

［従業員／個別入力］ 

［従業員／一覧入力］ 

［年末調整／一覧入力］ 

個人（法人）番号の入力・確認 

個人番号登録時、チェックデ
ジットのチェックを行います。 



● 家族情報の個人番号の入力・確認 

 家族情報の個人番号は［設定］タブ［従業員／個別入力］ ［従業員／一覧入力］→［家
族］、［年末調整タブ］→［年末調整／一覧入力］→［家族情報・扶養］で登録できます 。 
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家族情報の個人番号の登録条件は従業員の個人番号の登録条件と同様です。 

条件に合致しない場合は、 

個人番号欄の背景がグレーになり、個人番号はマスキング（または空白）で表示されます。 

 ※マスキング表示（************）のときは、家族の氏名を別の人に変更しないようにしてください。  

 （個人番号との不一致を防ぐため） 

［従業員／個別入力］の家族情報の設定画面 

従業員や家族情報の個人番号は、機密保持のため従業員情報の従業員一覧表や［年末調整／一
覧入力］の年末調整チェックリストでは印刷されません。［Excel(F12)］によるExcel出力で
も出力されません。 

個人（法人）番号の入力・確認 

個人番号登録時、チェックデ
ジットのチェックを行います。 



● 支払を受ける者の個人(法人) 番号の入力・確認 

 支払を受ける者の個人(法人) 番号は［支払調書］タブ→［支払を受ける者］で登録できま
す 。 
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支払を受ける者の個人(法人) 番号の登録条件は従業員の個人番号の登録条件と同様です。 

条件に合致しない場合は、個人(法人) 番号欄の背景がグレーになり、個人(法人) 番号はマスキ
ング（または空白）で表示されます。 
 ※Ver.15.1にデータ変換済みのデータで、更新により複数年度の会社データがあるときやコピー会 

  社を作成している場合は、登録済みの支払を受ける者を別の人に変更しないようにしてください。 

  （支払を受ける者を削除し、新たに追加するようにしてください。） 

支払を受ける者の設定画面 

支払を受ける者の個人(法人) 番号は、機密保持のため、支払を受ける者一覧表では印刷されま
せん。［Excel(F12)］によるExcel出力でも出力されません。 

変更画面 一覧で登録状況が確認できます。
入力はできません。 

個人(法人)番号を申告書に印刷する場合は、不動産の使用料等の支払調書、譲受けの対価の支
払調書の「あっせんした者」も支払を受ける者として登録が必要です。 

個人（法人）番号の入力・確認 

個人番号は12桁、法人番号は13桁 

番号登録時、チェックデジットの
チェックを行います。 

 



● 配当等の支払を受ける者の個人(法人) 番号の入力・確認 

 配当の支払を受ける者の個人(法人) 番号は［配当］タブ→［配当の支払を受ける者］で登録
できます 。 
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配当の支払を受ける者の個人(法人) 番号の登録条件は従業員の個人番号の登録条件と同様です。 

条件に合致しない場合は、 

個人(法人) 番号欄の背景がグレーになり、個人(法人) 番号はマスキング（または空白）で表示
されます。 
 ※Ver.15.1にデータ変換済みのデータで、更新により複数年度の会社データがあるときやコピー会 

  社を作成している場合は、登録済みの配当の支払を受ける者を別の人に変更しないようにしてくだ 

  さい。（配当の支払を受ける者を削除し、新たに追加するようにしてください。） 

配当の支払を受ける者画面 

配当の支払を受ける者の個人(法人) 番号は、機密保持のため、配当の支払を受ける者一覧表で
は印刷されません。［Excel(F12)］によるExcel出力でも出力されません。 

個人（法人）番号の入力・確認 

変更画面 
一覧で登録状況が確認できます。
入力はできません。 

個人番号は12桁、法人番号は13桁 

番号登録時、チェックデジットの
チェックを行います。 

 



● 支払の取扱者の法人 番号の入力・確認 

 配当等の分配の支払調書に記載される支払の取扱者の法人 番号は［配当］タブ→［配当等
の分配の支払調書］→［配当計算］で登録できます 。 
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支払の取扱者の法人番号は、権限によらず入力できます。 

 

配当等の支払調書の配当計算 画面 

個人（法人）番号の入力・確認 



● マイナンバーのExcel出力 

 ［設定］タブ→［汎用データ］→［Excel出力・受入］タブの「マイナンバー」では、個人
（法人）番号に関する情報をExcel出力し、Excel上で登録した個人番号又は法人番号を受入
することができます。 

マイナンバー［EXCEL出力］では、従業員、支払を受ける者、配当等の支払を受ける者の
マスター情報を出力します。 
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• 処理を行うコンピューターにExcel 2003以降がセットアップされていることが必要です。 

• ［EXCEL出力］では機密保持、漏えい防止のため、個人（法人）番号を出力することはで
きません。 

個人（法人）番号の入力・確認 

［EXCEL出力］をクリックすると、Excel

ファイルのパスワード入力画面が表示されま
す。15桁以内の英数字で設定してください。
（8桁以上推奨） 



● Excel上で個人(法人)番号を登録する 

 マイナンバー［EXCEL出力］で出力したExcelファイルは「従業員」「支払を受ける者」
「配当の支払を受ける者」のシートに分かれています。 

それぞれに個人番号・法人番号を設定してください。 

– 従業員情報や支払を受ける者等が登録されていない場合は、そのシートは出力されません。 
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シートの保護を解除して、項目を変更しないでください。項目を変更すると正しく受け入れで
きません。 

個人（法人）番号の入力・確認 

シートは保護されています。背景色が黄色の項
目は入力することができません。また項目行・
列を追加したり、削除したりすることはできま
せん。 

 

 

システムで個人(法人)番号を
登録済みの場合は、対象項目
の背景色が灰色で表示されま
す。 

 

入力された個人(法人)番号の桁数や
チェックデジットが正しくない場合は、
「×」が表示されます。桁数やチェッ
クデジットが正しい場合は「○」が表
示されます。 



● マイナンバーのExcel受入 

 マイナンバー［EXCEL受入］は、 Excel上で登録した個人番号又は法人番号を受入する機
能です。 
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• マイナンバー［EXCEL受入］は、［マイナンバー利用設定］で給与R4システムに☑が付い
ていない場合や、保護(参照可)のデータでは選択できません。 

• マイナンバー［EXCEL受入］は、マイナンバーパスワードが入力済み、または、起動して
いるユーザーに「マイナンバー取扱権限」が設定されている場合のみ処理できます。 

• 処理を行うコンピューターにExcel 2003以降がセットアップされていることが必要です。 

• 必ず［EXCEL出力］で出力した会社と同一の会社で［EXCEL受入］をしてください。違う
会社の出力ファイルを受け入れると正しく受入することができません。また、従来の給与シ
ステムで出力したExcelファイルをR4シリーズで受け入れることはできません。 

個人（法人）番号の入力・確認 

［EXCEL受入］をクリックすると、マイナン
バーパスワード入力画面が表示される場合が
あります。パスワードを入力しないと、マイ
ナンバー［EXCEL受入］はできません。 

マイナンバーパスワードを入力すると、「マ
イナンバー／EXCEL受入」画面が表示されま
す。受入元、Excelファイルのパスワードを入
力して、受入してください。 



● 個人番号一括収集システムのご紹介 その１ 

 「個人番号一括収集システム」は、給与R4システムで必要となる従業員および家族のマイ
ナンバー(個人番号)の入力を支援するシステムです。システムへの取込は下記の手順で行い
ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
– 個人番号一括収集システムの利用方法の詳細ついては、個人番号一括収集システムセットアップ後に表示される［ヘル

プ］を参照してください。 
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個人（法人）番号の入力・確認 



● 個人番号一括収集システムのご紹介 その２ 

 「個人番号一括収集システム」をご利用いただくためには、下記の３点が必要になります。
セットアッププログラム／スキャナー(エプソン製品：DS-560またはDS-40)／仕切り紙（Q-35A/Q-35B） 

– ※システムは以下のURLよりダウンロードを行ってください。 

URL：http://r4support.epson.jp/r4support/R4Contents.nsf/Ktools9996/MNDL 
 

 

 

 

 Weplat経由で遠隔地との送受信が可能 （※有償） 
– 個人番号一括収集システムでは、遠隔地とのデータ転送方法について「バックアップ・リストア」（システム標準搭載）

「会計Weplat」（有償サービス）の2通りをご用意しています。「会計Weplat」とはインターネットデータサーバーを経
由してデータの送受信を行う事が可能なサービスです。暗号化通信を採用し、エプソン専用サーバー経由でのデータ転送
を実現していますので、安心・安全にご利用いただけます。 

 

 

 

 

 

 
 

– 事前に、転送元となる会計事務所や本店側で「会計Weplat」サービスのご利用のお申し込みが必要です。転送先となる顧
問先や支店などにつきましては、別途「個人番号一括収集システム」ご利用のお申し込みをいただく必要があります。既
に財務システムにおいて会計Weplatを利用している顧問先や支店はお申込み不要でご利用いただけます。 

「会計Weplat」を利用せずに「バックアップ・リストア」でデータ転送を行う場合はお申し込みは不要です。 

【利用料金】 10件まで：48,000円／年（税別）／追加40件ごと：72,000円／年（税別） 

お申込みに関しては、上記のURLへアクセスいただき、「個人番号一括収集システム お申込書」をご確認ください。 
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個人（法人）番号の入力・確認 

会計事務所や本店で使用している給与システムの従業員・家族情報を「個人番号一括収集システム」で取込み、
そのデータと上記のシステムを顧問先や支店に提供することで、給与システムを使用していない顧問先や支店で
も通知カードの取込みや個人番号の入力が可能になります。 

転送元 転送先 

http://r4support.epson.jp/r4support/R4Contents.nsf/Ktools9996/MNDL
http://r4support.epson.jp/r4support/R4Contents.nsf/Ktools9996/MNDL


● 個人（法人）番号登録時の注意点 

 従業員や家族情報の変更 
– 更新を行うと、前年データと当年データの個人(法人)番号は同じマイナンバー情報でつながります。 

会社コピーをした場合も、コピー元会社とコピー先会社の個人(法人)番号は同じマイナンバー情報で
つながります。 

一方で、個人(法人)番号を変更すると、他方にも変更後の個人(法人)番号が反映されます。 

 

 

 

 

 

 

Ver.15.1にデータ変換済みのデータで、更新により複数年度の会社データがあるときやコピー会社を作成
している場合は、登録済みの従業員や支払を受ける者を別の人に変更しないようにしてください。 

（従業員や支払を受ける者をいったん削除し、新たに追加するようにしてください。） 

 

 

 

 従業員等の削除 
– 従業員や家族情報、支払を受ける者・配当の支払を受ける者を削除しても、紐づく個人番号はマイナ

ンバー共有データベースから削除されません。 

Ｅｉボード［管理メニュー］→［マイナンバー］タブ→［個人番号廃棄処理］の最終使用日から判断
し、個人番号を削除するようにしてください。 

 

 

 

給与R4 平成27年版 Ver.15.1 

32 

個人番号の「最終使用日」はマイナンバー関連帳票印刷時、個人(法人)番号更新時に更新され
ます。 

個人（法人）番号の入力・確認 

家族情報に限っては、個人番号と氏名を同時に変更すると、別人に変更されたと判断され、マ
イナンバー情報が新規作成されます。他方の個人番号は変更されません。 

27年データ 28年データ 
 

 

更新 

従業員等や支払を受ける
者等の個人(法人)番号は

共通 

マイナンバー共有データベース 



● マイナンバー関連帳票様式一覧 

 給与R4 システムで対応したマイナンバー関連帳票の様式変更は以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*1 ［扶養・保険料等控除申告書］では、「扶養控除等異動申告書の年」で平成28年分以降を選択した場合に限ります。 

*2  平成27年データの場合、会社データの法人(個人)番号は印刷されません。 

*3 ［退社］→［（所）給与所得の源泉徴収票／退職者用］に限ります。（2015年12月頃対応予定です。Ver.15.1では、平成28年以降の 

  場合、処理できません。）［年末調整］→［給与支払報告書／源泉徴収票］では様式変更に対応しません。 

*4 2015年12月頃対応予定です。Ver.15.1では、平成28年以降の場合、処理できません。 

*5 支払確定日が平成28年以降の場合に限ります。 

*6 電子申告更新用プログラムVer.H15.e2で対応予定です。 

*7 法人番号のみが印刷対象なので印刷条件設定画面に「個人番号の印刷」はありません。支払確定日が平成27年以前の場合、会社データの 

  法人(個人)番号は印刷されません。 

注: (健・厚)事務所関係変更届（104)の様式変更にも対応しましたが、マイナンバー情報の連動には対応していません。 
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帳票 タブ 機能 27年データ 28年分以降 

扶養控除等異動申告書 年末調整 扶養・保険料等控除申告書 ○*1 ○*1 

年末調整／一覧入力 × ○ 

報酬等の支払調書 支払調書 報酬等の支払調書 × ○ 

不動産の使用料等の支払調書 不動産の使用料等の支払調書 × ○ 

譲受けの対価の支払調書 譲受けの対価の支払調書 × ○ 

あっせん手数料の支払調書 あっせん手数料の支払調書 × ○ 

法定調書合計表 法定調書合計表 ○*2 ○*2 

源泉徴収票／退職者用 入退社 (所)給与所得の源泉徴収票／退職者用 × ○*3 

退職所得の源泉徴収票 (所)退職所得の源泉徴収票 × ○*4 

配当等の分配の支払調書 配当 配当等の分配の支払調書 ○*5 ○*5 

連動 国税電子申告ファイル出力→配当の支払調書 ○*6 ○*6 

配当等の分配の支払調書 

合計表 

配当 配当等の分配の支払調書合計表 ○*7 ○*7 

連動 国税電子申告ファイル出力→配当の支払調書 ○*6 ○*6 

マイナンバー関連帳票の印刷 



● マイナンバー関連帳票の印刷 その１ 

 マイナンバーに関連する申告帳票の入力画面には、法人番号や個人番号の入力欄はありませ
ん。（機密保持のため） 

印刷条件設定画面で個人番号を印刷するか／しないかの選択をして印刷します。 
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• 「個人番号の印刷」は、［マイナンバー利用設定］で給与R4システムに☑が付いている場
合のみ選択ができます。チェックが付いていない場合は、個人番号は空白で印刷されます。 

• 「個人番号の印刷：印刷する」を選択した場合、マイナンバーパスワードが入力済み、また
は、起動しているユーザーに「マイナンバー取扱権限」が設定されている場合のみ個人番号
を印刷することができます。 

・印刷する 

・印刷しない（空白） 

・マスク印刷する（************） 

会社データの法人個人区分が「個人」の場合
は、従業員の個人番号と同じ印字になります。 

「印刷する」を選択して［実行］［プレビュー］
をクリックすると、マイナンバーパスワード入力
画面が表示される場合があります。パスワードを
入力しないと、個人番号は印刷できません。 

マイナンバー関連帳票の印刷 



● マイナンバー関連帳票の印刷 その２ 

 「個人番号の印刷」「印刷部数指定」の選択により、個人(法人)番号は次のように印刷され
ます。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

○：帳票内の全ての個人番号・法人番号が印字されます。 

×：全ての個人番号は空白で印字されます。 

**：全ての個人番号はマスク印刷されます。 

 

 1部／2部／4部の印刷部数の表示は次のように変更されました。 
 

• １部（税） 税務署提出用１部 

• ２部（税,受） 税務署提出用１部、受給者交付用１部 

• ４部（税,受,控,控） 税務署提出用１部、受給者交付用１部、控用２部 
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帳票 印刷部数設定 
個人番号の印刷 

印刷する 印刷しない（空白） マスク印刷する 

扶養控除等異動申告書 － ○ × ** 

報酬等の支払調書 

不動産の使用料等の支払調書 

譲受けの対価の支払調書 

あっせん手数料の支払調書 

配当等の支払調書 

退職所得の源泉徴収票 

１部 ○ × ** 

２部 ○ × × × ** ** 

４部 ○ × × × × × × × ** ** ** ** 

源泉徴収票／退職者用 － ○ × × × ** ** 

マイナンバー関連帳票の印刷 

給与所得の源泉徴収票／退職者用、退職所得の源
泉徴収票については、現段階で様式が確定してお
りません。対応が変更になる可能性があります。 

（2015年12月頃対応予定です。） 



● マイナンバー関連帳票の印刷例 その１ 

 不動産の使用料等の支払調書（平成28年以降～） 「個人番号の印刷：印刷する」を選択 
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マイナンバー関連帳票の印刷 

税務署提出用 受給者交付用 

控え用 控え用 



● マイナンバー関連帳票の印刷例 その３ 

 扶養控除等異動申告書（平成28年） 「個人番号の印刷：印刷する」を選択した場合 
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マイナンバー関連帳票の印刷 



● マイナンバー関連帳票の注意点 その１ 

 支払調書の支払を受ける者の名称等の変更 
平成28年分以降の支払調書・配当の支払調書では、法人(個人)番号欄の印刷に対応した様式に変更されま
す。このとき、個人(法人)番号は 

［支払を受ける者］で登録した個人(法人)番号 

が印刷され、支払調書の入力画面で編集する 

ことはできません。 

支払調書の入力画面では、［支払を受ける者］ 

でリスト選択後、支払を受ける者の名称等を 

任意に変更することができますが、リスト選 

択した「支払を受ける者」とは別人の支払を 

受ける者に変更しないようにしてください。 

 

 

 支払調書「あっせんした者」の登録 
平成28年分以降の会社データで不動産の使用料等の支払調書、譲受けの対価の支払調書を印刷するときに
「あっせんした者」に登録がある場合は、  

「あっせんした者」の個人(法人)番号も印刷 

する必要があります。「支払を受ける者」に 

「あっせんした者」をマスター登録し、支払 

調書で［あっせんした者］をリスト選択する 

ことで、個人(法人)番号が印刷できるように 

なります。 
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［支払を受ける者］の選択と郵便番号
～氏名の内容が別人にならないように
してください。 

［あっせんした者］の選択と住所～氏
名の内容が別人にならないようにして
ください。 

マイナンバー関連帳票の印刷 



● マイナンバー関連帳票の注意点 その２ 

 配当の支払調書の支払の取扱者の名称等の変更 
支払確定日が平成28年以降の配当等の分配の支払調書を印刷するときに「支払の取扱者」に登録がある場
合は、 「支払の取扱者」の法人番号も印刷する必要があります。このとき「配当計算」で登録した法人番
号が反映されますので、「配当計算」で登録した「支払の取扱者」と異なる名称等に配当等の分配の支払
調書で変更しないようにしてください。 

 

 源泉徴収票の印刷について 
平成28年分以降に退職した従業員は［入退社］タブ→［(所)給与所得の源泉徴収票／退職者用］で新様式
の源泉徴収票を印刷することができます。（通常の年末調整のみ） 
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• 平成28年以降、年の途中で非居住者となった人や、死亡退職した人などが対象となる年末調
整には対応しておりません。よって、［年末調整］タブ→［給与支払報告書（源泉徴収
票）］で新様式の印刷はできません。 

• (所)給与所得の源泉徴収票／退職者用は、2015年12月頃対応予定です。Ver.15.1では、平成
28年以降の場合、処理できません。 

マイナンバー関連帳票の印刷 



● バックアップ 

 会社データをバックアップする際、バックアップする会社データに紐づくマイナンバー情報
もバックアップすることができます。 
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データ選択画面の処理 

「バックアップデータに個人番号を含める」にチェックを付けると、個人番号もバックアップ
することができます。ただし、バックアップ時、マイナンバーパスワードが入力済みであるこ
と、または、起動しているユーザーに「マイナンバー取扱権限」が設定されていることが必要
です。併せて、機密保持のため、「バックアップパスワード」を設定する必要があります。 

会計事務所と顧問先間のやりとりのように、Ａ環境で処理した内容をＢ環境に上書リストアす
るような場合は「バックアップデータに個人番号を含める」にチェック付けてデータのやりと
りをするようにしてください。 



● リストア 

 バックアップデータに個人番号が含まれる場合は、リストア時、バックアップパスワードの
入力が必要です。 

– バックアップデータに個人番号が含まれない場合は、バックアップパスワード入力画面は表示されま
せん。 
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データ選択画面の処理 

会計事務所と顧問先のように、別環境にセットアップされている給与R4システム同士で、個
人番号を含むバックアップデータのやり取りをする場合は、「バックアップパスワード」を相
手先にお知らせする必要があります。 



● 会社データ作成に関する注意点 

 会社データコピー・繰越等、データ選択画面での注意点は以下の通りです。 

42 
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機能 注意点 

会社コピー 従業員等で個人(法人)番号を登録した会社データをもとに会社データをコピー作成した場合、コピー元の個人
(法人)番号はコピー先に引き継がれます。 

• コピー元とコピー先の個人(法人)番号は同じマイナンバー情報でつながっています。コピー元(先)データで
従業員等の登録済みの個人(法人)番号を変更すると、コピー先(元)の個人(法人)番号に反映されます。 

バックアップ 「バックアップデータに個人番号を含める」にチェックを付けると従業員等で登録した個人番号もバックアッ
プデータに含まれます。ただし、個人番号をバックアップするにはリストア時に入力する「バックアップパス
ワード」の設定が必要です。 

リストア バックアップデータに個人番号が含まれる場合は、リストア時「バックアップパスワード」の入力が必要です。 

繰越 従業員等で個人(法人)番号を登録した会社データを繰越した場合、前年データの個人(法人)番号も当年データに
引き継がれます。 

• 前年データと当年データの個人(法人)番号は同じマイナンバー情報でつながっています。繰越処理の後、前
(当)年データで従業員等の登録済みの個人(法人)番号を変更すると、当(前)年データの個人(法人)番号に反映
されます。 

前年データ等の
繰越 

繰越後に前年データで従業員等を追加後、前年データ等の繰越を行うと、追加した従業員等の個人(法人)番号
も繰り越されます。 

年調合併 年調合併をすると、年調合併元会社データのマイナンバー情報が年調合併データに引き継がれます。年調合併
データでは従業員情報や支払を受ける者を編集することができないため、個人(法人)番号を変更する場合は、
合併元会社データで個人(法人)番号を変更し、合併処理をやり直してください。 

※ Ver.15.1では、年調合併データで処理するマイナンバー関連申告帳票はありません。 

保護 保護(参照可)の会社データでは、従業員等の個人(法人)番号を編集することはできません。マイナンバー関連帳
票で個人(法人)番号を印刷することはできます。 

データ選択画面の処理 



● 税制改正によるシステムの対応内容  

税制改正の概要 

 

•平成26年度の改正により、給与所得控除の上限額が、平成28年分の所得税については230万円(給与収入1,200万円を超
える場合の給与所得控除額)に、平成29年分以後の所得税については220万円(給与収入1,000万円を超える場合の給与所
得控除額)に、それぞれ引き下げられました。 

給与所得控除の上限額の引下げに伴い、給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)、賞与に対する源泉徴収税額の算
出率の表及び年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表の改正が行われました。 
この改正は、平成28年1月1日以後に支払うべき給与等について適用されます。 

 

税制改正によるシステムの対応内容 

 

•選択した会社の処理年度（27年分／28年分以降）により、計算式や月額表を切り替えて毎月の給与や賞与の源泉徴収
税額が計算されるよう対応しました。 
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•平成28年分データはどうやって作成しますか？ 

•データ選択画面の［繰越］で翌年データを作成してください。 
平成27年分データをそのまま平成28年分データとして処理したり、 
［作成］→［会社コピー］で処理年分を変更して作成したデータを平成28年分として 

使用したりしないでください。 

★ よくあるお問い合わせ ★ 



● 社会保険に関する変更点 

計算条件／保険料率 Ver.14.1 Ver.14.2 Ver.15.1 

健康保険料率（東京都の料率） 49.850 / 1000 49.850 / 1000 49.850 / 1000 

特定保険料率 20.350 / 1000 19.150 / 1000 19.150 / 1000 

介護保険料率 8.600 / 1000 7.900 / 1000 7.900 / 1000 

厚生年金保険料率 87.370 / 1000 87.370 / 1000 89.140 / 1000 

雇用保険料率 5.000 / 1000 5.000 / 1000 5.000 / 1000 
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 ［会社新規作成］時の計算条件の厚生年金保険料率を最新の料率に変更しました。 

会社データを新規に作成する場合は、料率の設定を見直してください。 

 （健・厚）事業所関係変更届（104）の様式変更に対応しました。 

•給与R4システムで追加された料率配信自動ダウンロードの仕組みが知りたい。 

•初期設定については「料率配信受入 初期設定のご案内」をご参照ください。 

•料率配信自動ダウンロードの情報は、     クリック後に表示される 
サポートメニューお役立ち情報の「お知らせ」欄で随時お知らせしています。 

•次ページのFAQも参照してください。 

•料率配信の自動ダウンロードは年間プログラム保守サービスにご加入のお客様向けのサービス
です。 

★ よくあるお問い合わせ ★ 

事業所関係変更届には「法人番号」欄が追加されていますが、（変更前）（変更後）を記載す
るものであるため、マイナンバー共有データベースとは連動しません。必要に応じて手動で入
力してください。 

http://r4support.epson.jp/r4support/PInfoR4.nsf/R4/H000019
http://r4support.epson.jp/r4support/PInfoR4.nsf/R4/H000019
http://r4support.epson.jp/r4support/PInfoR4.nsf/R4/H000019


 ［料率配信受入］をクリックしても「現在、配信受入する料率はありません」となり、画面が表示されませ
ん。 

 Ｅｉボード［管理メニュー］→［セットアップの準備とライセンス設定］→［ダウンロードマネージャー設定］で
「マスターデータ自動ダウンロードを有効にするにチェックを付けてください。 

 

 

 

 

 

 ［計算条件］で正しい料率を設定しているにも関わらず、システム起動時に「料率配信受入」画面が表示さ
れてしまいます。 

 「社会保険の種類」の初期設定が必要です。「料率配信受入」画面で「社会保険の種類」を設定後［閉じる］で閉じ
てください。 

 

 

その後、システム起動時に「料率配信受入」画面が表示されたら、一覧に表示されている料率を確認後、［実行］を
クリックしてください。計算条件に配信料率が反映されます。 
 

 マスターデータを自動ダウンロードしていますが、「料率配信受入」画面は表示しないようにするにはどう
すればよいでしょうか。 

 現在配信中の料率配信データの自動表示のみ中止したい場合は、「次回以降、平成xx年xx月xx日の料率配信データに
よる保険料率改定は行わない。」にチェックを付けると、次回以降、自動表示されなくなります。配信時のたび1回
だけ表示されますので、そのときにチェックを付けて 

ください。 

また、「料率配信受入」画面の「社会保険の種類」で健康保険を「その他」、厚生年金保険を「基金加入あり」にす
ると、健康保険料率、(内)特定保険料率、厚生年金保険料率は料率配信のチェック対象外になります。さらに、［計
算条件］で「0.000」に設定されている社会保険項目も料率配信のチェック対象外になります。 

 

● 参考 料率配信受入に関するよくあるお問い合わせ 
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料率配信の自動ダウンロードは年間プログラム保守サービスにご加入
のお客様向けのサービスです。配信するＰＣはインターネットに接続され
ている必要があります。 

Ｑ 

Ａ 

Ｑ 

Ａ 

Ｑ 

Ａ 



その他システムの対応内容 

 会社基本情報変更 47 

 支給控除一覧表 48 

 法定調書合計表 49 

 配当等の分配の支払調書合計表 50 

 印刷条件設定画面 51 

 ファイリング機能の追加 52 

 特殊な印刷 53 

 その他 54 
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● 会社基本情報変更 会計事務所情報の選択 

 Ｅｉボードで登録した［会計事務所・職員設定］の内容を会社基本情報変更画面で選択でき
るよう対応しました。 
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追加(変更)項目 詳細 

会計事務所名 Ｅｉボードで登録した会計事務所から選択でき
ます。入力もできます。法定調書合計表、配当
等の支払調書合計表で使用します。 

税理士名 Ｅｉボードで登録した税理士から選択できます。
入力もできます。法定調書合計表、配当等の支
払調書合計表で使用します。 

(同)電話番号 選択した会計事務所の電話番号が表示されます。
入力もできます。 

税理士番号 選択した税理士の税理士番号が表示されます。
入力もできます。法定調書合計表、配当等の支
払調書合計表で使用します。 
 データ変換時、法定調書合計表で登録した税理士

番号が移行されます。 

税理士登録区分 選択した税理士の税理士登録区分が表示されま
す。選択もできます。法定調書合計表、配当等
の支払調書合計表で使用します。 

直接受任 直接受任するときは(直接受任)を選択してくださ
い。法定調書合計表、配当等の支払調書合計表
で使用します。 



● 支給控除一覧表 表印刷機能の追加 

 従来の給与システムの支給控除一覧表（表印刷）機能に対応しました。 

対応に伴い、印刷タイプの名称を次のように変更しました。 

– 「支給控除一覧表」 →「支給控除一覧表（固定型）」 

– 「支給控除一覧表（表印刷）」 →「支給控除一覧表」 

– 「支給控除一覧表（表印刷／縦横組替）」 →「支給控除一覧表（縦横組替）」 

給与R4 平成27年版 Ver.15.1 

48 

支給控除一覧表 印刷条件設定画面 

支給控除一覧表 

プレビュー画面の縮小倍率
の選択により、複数ページ
の印刷も可能です。 



● 法定調書合計表 

 「税理士番号」欄を会社基本情報変更画面からの連動項目（計算(水色)項目）に変更しまし
た。 

– データ変換時、法定調書合計表で登録済みの税理士番号が会社基本情報変更画面に移行されます。 

 「本店等一括提出」欄を追加しました。支店等が提出すべき法定調書を本店等が取りまとめ
て光ディスク等により提出（本店等一括提出）する場合は、「有」を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 法定調書合計表の印刷条件設定画面の【税理士印字項目】欄に「会計事務所名」「税理士登
録区分」「直接受任」のチェックを追加しました。チェックを付けると法定調書合計表の
「作成税理士署名押印」欄に会社基本情報変更画面で設定した内容が印字されます。 
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● 配当等の分配の支払調書合計表 

 「本店一括」欄を追加しました。支店等が提出すべき法定調書を本店等が取りまとめて光
ディスク等により提出（本店等一括提出）する場合は、「有」を選択してください。 

 「税理士番号」欄を会社基本情報変更画面からの連動項目（計算(水色)項目）に変更しまし
た。 

– データ変換時、法定調書合計表で登録済みの税理士番号が会社基本情報変更画面に移行されます。 

配当等の分配の支払調書合計表で設定した税理士番号と異なる場合は、［上書］で修正してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 配当等の支払調書合計表の印刷条件設定画面を【その他印字項目】【税理士印字項目】欄に
分け、「会計事務所名」「税理士登録区分」「直接受任」のチェックを追加しました。
チェックを付けると配当等の支払調書合計表の「作成税理士署名押印」欄に会社基本情報変
更画面で設定した内容が印字されます。 
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● 印刷条件設定画面 PDF保存にパスワード設定を追加 

 印刷条件設定画面で「PDF」選択時、パスワード設定ができるよう対応しました。 
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印刷条件設定画面 

マイナンバー関連申告帳票で個人番号を印刷する際、PDF保存を使用する場合は、機密保持の
ため、必ずパスワードを設定して保存するようにしてください。 

チェックを付けると、保存後に
PDFファイルが表示されます。 



● ファイリング機能の追加 

 事務所管理R4（顧問先管理）がセットアップされている場合に限り、印刷プレビュー→
［保存］および ［給与］タブ→［連続印刷］で 
［ファイリング］が選択できるよう対応しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

– ［ファイリング］を選択すると、分類設定画面が 
表示されます。分類設定の内容を確認して［登録］ 
してください。 
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印刷プレビュー→［保存］ 

［連続印刷］ 

• 印刷プレビュー画面はhyp形式、一括印刷は
pdf形式で保存されます。 

• ファイリングした帳票は、Ｅｉボードの
［ファイリング一覧］で確認できます。 



● 特殊な印刷 縮小倍率の対応 

 特殊な印刷（従来の給与システムの表印刷）機能のプレビューで縮小倍率が設定できるよう
対応しました。 

倍率（30%～100%）の間で変更可能です。（初期値：80%) 

縮小倍率が設定できる帳票は以下の通りです。 

 

–  従業員一覧表 － 年末調整チェックリスト 

–  固定金額リスト － 年末調整結果リスト 

– 支給控除一覧表 

– 支給控除一覧表（縦横組替） 

– フリーデザイン管理表 

– 社会保険管理表 
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上記の対応により、賃金台帳以外の特殊な印刷では、「文字が小さすぎるため、出力できませ
んでした。用紙、または表示列(行)を変更してください。」のメッセージが表示されなくなり
ます。 

制限事項：支給控除一覧表（縦横組替）・年末調整チェックリスト・年末調整結果リストで複
数ページを印刷する場合、印刷順が従来の給与システムとR4では異なります。ご注意くださ
い。 

 

 

 

 

 

 

従来 R4 
① ④ ⑦ 

② ⑤ ⑧ 

③ ⑥ ⑨ 

① ② ③ 

④ ⑤ ⑥ 

⑦ ⑧ ⑨ 

30/50/75/100(%)の選択が

可能ですが、直接縮小倍率
の数値を入力することもで
きます。 



● その他 
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機能 対応内容 

銀行支店 従業員の振込先として設定されている銀行支店のコードを変更し、かつ、変更前の銀行支店コードが他
行に登録がある場合、従業員情報を開くとエラーが発生する問題に対応しました。 

従業員／一覧入力 起動時、介護保険メッセージに［OK］した後、一覧入力画面を［キャンセル］すると、対象の従業員の
介護保険料が正しく計算されない問題に対応しました。 

汎用データ 勤怠項目受入用で60進の勤怠項目を受け入れると、給与明細で計算した結果と異なる場合があるという
問題に対応しました。 

給与明細 勤怠項目を60進にすると、マイナス入力できない問題に対応しました。 

賃金台帳 

支給控除一覧表 
• 賃金台帳で有休増減を入力すると、入力値によっては有給休暇残高に端数誤差が発生する問題に対応

しました。また、端数誤差がある状態で支給控除一覧表を起動すると、エラーメッセージが表示され
る問題に対応しました。 

• 勤怠項目が60進のとき、賃金台帳や支給控除一覧表等の管理帳票で集計値が不正になる場合があると
いう問題に対応しました。 

賃金台帳 

社会保険管理表 

数値欄で書換モードを挿入モードに変更した後、［BackSpace］をクリックすると、１文字ずつ削除さ
れるべきところ全ての数値が削除されてしまう問題に対応しました。 

支給控除一覧表 印刷条件設定画面で「部門小計・中計：なし」を選択後、「部門：使用する」→「使用しない」に変更
するとエラーメッセージが表示される問題に対応しました。 

銀行振込依頼書 F/Bデータの保存先がバージョンアップにより初期化される問題に対応しました。 

社会保険の電子申請 電子申請用のファイル作成時、電話番号が正しく設定されない問題に対応しました。 

源泉徴収簿 

給与支払報告書（源泉徴収票） 

(所)給与所得の源泉徴収票／退職者用 

年末調整計算欄の「済（変）」は、従来システムと同じ赤字で表示されるよう対応しました。 

給与支払報告書／総括表 従来の給与システムで代表者名と代表者職名が設定されているデータをコンバートすると、個人データ
であっても給与支払報告書／総括表に代表者名と代表者職名が印刷されていましたが、これを印刷しな
いよう対応しました。 

法定調書合計表 

配当等の支払調書合計表 

様式に合わせ、提出区分の選択肢から「11.MT」「12.CMT」を削除しました。 



● 年末調整のポイント 

５．各種帳票の作成 

４．年末調整計算 

３．給与・賞与データ確定、年末調整の情報を入力 

２．従業員に各種申告書を配付／回収 

１．年末調整の使用方法の選択、年末調整の計算方法の選択 等 
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ここからは給与R4システムの年末調整の流れに沿ってポイントをご説明いたします。 

年末調整の流れ 



1-1. 年末調整の使用方法の選択 

「通常の年末調整」 

給与（賞与）明細の入力内容を源泉徴収
簿に自動で反映したい 

賃金台帳の入力内容を源泉徴収簿に自動
で反映したい 

「年末調整のみ使用」 

給与タブや賞与タブで明細入力をせず、
源泉徴収簿に直接金額を入力したい 
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 システムでは、年末調整処理の方法を次の２通り用意しています。 

［設定］→［計算条件］の「年末調整の使用方法」の設定により年末調整の処理のしかたが
異なります。お客様に合った使用方法を選択してください。 

「年末調整のみ使用」を選択すると、次のように機能が変更されます。 

• ［年末調整］タブの［給与・賞与データ確定］がクリックできなくなります。 

• ［年末調整／一覧入力］で従業員の［追加］ができるようになります。 

• ［源泉徴収簿］で「給与・手当等」「賞与等」欄の入力ができるようになります。 

 → 給与（賞与）明細や賃金台帳で入力した内容は反映されません。 

• ［源泉徴収簿］で「月別入力」ができるようになります。 

• ［入退社］タブで［（所）給与所得の源泉徴収票／退職者用］がクリックできなくなります。 



1-2. 年末調整の計算方法の選択 等 

 ［設定］→［締日］の「年末調整の計算方法」で年末調整額の還付方法を選択してください。 

– 「給与（12月）で調整」 ：12月の給与明細に還付金も合わせて支給する場合 

– 「給与（翌１月）で調整」 ：翌年１月の給与明細に還付金も合わせて支給する場合 

– 「現金支給で調整」 ：還付金を現金で支給する場合 

– 「賞与（ｎ回目）で調整」 ：賞与明細に還付金も合わせて支給する場合 

– 「予備月Ｘで調整」 ：還付金を別の明細書で支給する場合 

 

 ［設定］→［会社基本情報変更］［部門］［役職］［住民税の納付先］で、マスター情報の
変更の有無を確認します。 
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1-3. 参考 年末調整の利用方法や計算方法に関するよくあるお問い合わせ 
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 ［入退社］タブの［（所）給与所得の源泉徴収票／退職者用］ボタンがグレー表示のため選択できません。  
 

 ［設定］→［計算条件］の年末調整の使用方法が「年末調整のみ使用」になっているからです。「年末調整のみ使
用」に設定している場合、年末調整の元になる実績データは源泉徴収簿 から入力することになるため、［給与所得の
源泉徴収票／退職者用］は作成できません。（［入退社］タブの給与所得の源泉徴収票／退職者用では「賃金台帳」
から金額を集計します。） 

「年末調整のみ使用」で退職者の源泉徴収票を作成する場合は、 ［年末調整］→［源泉徴収簿］で該当の従業員を開
き、内容を入力して［確定］します。その後、［年末調整］→［給与支払報告書（源泉徴収票）を開いて源泉徴収票
を印刷してください。（27年分データに限る） 

 28年以降、年の途中で非居住者となった人や、死亡退職した人などが対象となる年末調整には対応しておりませんのでご注意ください。 

 ［年末調整］→［給与支払報告書（源泉徴収票） では、28年以降で使用する新様式に対応しておりません。ご注意ください。 

 

 法定調書顧問R4のバックアップデータを法定調書顧問R4以外のシステムにリストアしたら源泉徴収簿が書
き換わりました。 

 ［設定］→［計算条件］の年末調整の使用方法が「通常の年末調整」のまま、源泉徴収簿を開いたからです。法定調
書顧問R4のデータをリストアしたら、年末調整の使用方法が「年末調整のみ使用」になっていることを確認してから
源泉徴収簿を開いてください。 

 

 翌年1月に支給する給与明細で年末調整額を還付することはできますか。 
 

 ［設定］→［締日］で「給与（翌１月）で調整」を選択してください。年末調整計算後に繰越処理を行うと、翌年
データの１月給与明細に年末調整額が自動で表示されます。 

※繰越処理は必ず、年末調整計算後に行ってください。 

 

 年末調整のみの支給明細を作成するにはどうすればよいでしょうか。 
 

 ［設定］→［締日］で「予備月Ｘで調整」を選択してください。［年末調整］→［給与・賞与データ確定］をクリッ
クして、すべての明細を確定（照会モード）にすると、年末調整計算後、予備月で年末調整額のみの支給明細を作成
することができます。 

Ｑ 

Ａ 

Ｑ 

Ａ 

Ｑ 

Ａ 

Ｑ 

Ａ 



1-4. 参考 支払日の特別処理について 

 給与R4システムでは、年末調整対象の1年間の給与（賞与）処理し、これを元に年末調整
を行います。［設定］→［計算条件］の「支払日の特別処理」で選択した期間を年末調整期
間とみなします。 

 年末調整は、本年中に支払の確定した給与、すなわち給与の支払を受ける人からみれば収入の確定した給与の総額
について行います。この場合の収入の確定する日（収入すべき時期）は、契約又は慣習により支給日が定められて
いる給与についてはその支給日、支給日が定められていない給与についてはその支給を受けた日をいいます。 

 ［設定］→［計算条件］の支払日の特別処理は、当月支給、翌月支給にかかわらず、「当月日付（通常）」
を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 「翌月日付（特別）」は翌月支給だが、12月分の給与については、1月ではなく12月末に支給し、当年2
月から支払った給与を年末調整対象にする場合に選択します。（特別なケースです） 
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処理月 1月 2月 ・・・・・・ 11月 12月 

締日 1/31 2/28 ・・・・・・ 11/30 12/31 

支払日 2/5 3/5 ・・・・・・ 12/5 12/31 

処理月 1月 2月 ・・・・・・ 11月 12月 

締日 1/20 2/20 ・・・・・・ 11/20 12/20 

支払日 1/25 2/25 ・・・・・・ 11/25 12/25 

処理月 1月 2月 ・・・・・・ 11月 12月 

締日 12/31 1/31 ・・・・・・ 10/31 11/30 

支払日 1/10 2/10 ・・・・・・ 11/10 12/10 

当月支給 

翌月支給 



2-1.従業員に各種申告書を配付／回収 

 従業員に年末調整に関する各種申告書を配付し、回収します。システムでは、「給与所得者
の扶養控除等（異動）申告書」と「給与所得者の保険料控除等申告書 兼 給与所得者の配偶
者控除申告書」の印刷に対応しています。 

– 住宅借入金等特別控除申告書の印刷には対応していません。従業員本人から手書きしたものを回収し
てください。 
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「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」「給与所得者の保険料控除等
申告書 兼 給与所得者の配偶者控除申告書」は［扶養・保険料等控除申

告書］［年末調整／一覧入力］どちらかも印刷できますが、従業員へ配付
する際は、 ［扶養・保険料等控除申告書］から印刷します。 

「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」は「扶養控除等異動申告書の
年」の切替により27年分（当年分）と28年分（翌年分）の印刷をすることが
できます。 」「給与所得者の保険料控除等申告書 兼 給与所得者の配偶
者控除申告書」は当年分のみ印刷できます。 

平成27年分の扶養控除等異動申告書に個人(法人)番号欄はありません。（旧様式） 

平成28年分以降の扶養控除等異動申告書には個人(法人)番号欄があります。（新様式） 



 退職者や乙欄の従業員を除いて印刷することができますか？ 
 

 「扶養控除等異動申告書」画面で項目行クリックにより、項目の並び替えができます。項目列には「在職区分」「役
職」「分類」「年調区分」「税表区分」等があります。 

例えば、「年調区分」をクリックすると年調しない従業員が下に集まります。項番を［Shift］キーを押しながら選択
することで、年調する従業員のみを選択し、選択範囲で申告書を印刷することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 申告書を回収したときに並び替えたいので、申告書の欄外に部門コードや従業員コードを印字してほしい。 
 

 印刷画面の「コード印字」項目で「する」を選択すると、 

「部門コード 部門名－従業員コード」が用紙の左上に 

印字されます。 

 

 

 「扶養控除等異動申告書」の「配偶者の有無」欄の「有」に○を付けたいのですがどうすればよいでしょう
か。 

 ［年末調整］→［年末調整／一覧入力］→［家族情報・扶養］で配偶者の入力をしてください。控除対象外の配偶者
で氏名等が不明な場合は、配偶者区分を［上書］にして「対象外（特別なし）」を選択してください。 

 

2-2. 参考 申告書印刷時のポイント 
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①［年調区分］をクリックして並び替えます。 

②「年調区分：しない」以外の従業員の項番を［Shift］キーを押しながら選択します。 

Ｑ 

Ａ 

Ｑ 

Ａ 

Ｑ 

Ａ 



3-1. 給与・賞与データ確定 （通常の年末調整） 

 年末調整をする前に、全ての処理月の「給与明細／個別入力（または一覧入力）」「賞与明
細／個別入力（または一覧入力）」を「照会」に変え、入力不可にすることができます。ま
た、必要に応じて、元の状態に戻すこともできます。 
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全ての給与（賞与）処理が完了したら、［給与・賞与データ確定］をクリックして、
明細を確定します。給与・賞与データ確定後は、年末調整の計算方法で「給与
（12月）で調整」などを選択した場合の「年末調整」欄だけが変更されます。 

最終給与（賞与）を処理する前に、年末調整／一覧入力を先行入力することもできますが、年
末調整／一覧入力後に給与（賞与）処理を行うと、年末調整で変更した扶養親族数を基に源泉
所得税が計算されてしまいます。年末調整で変更前の扶養親族数で所得税を計算したい場合は、
最終給与（賞与）処理を行い、［給与・賞与データ確定］をクリックしてから、年末調整／一
覧入力の処理をするようにしてください。 

•12月の給与明細が黄色くなっていて修正できません。 

•［年末調整］→［給与・賞与データ確定解除］をクリックしてください。 
12月の給与明細の修正ができるようになります。 
（上記の「ポイント」に注意してください。） 

★ よくあるお問い合わせ ★ 



3-2. 年末調整の情報を入力する 

 従業員から回収した各種申告書をもとに、［年末調整／一覧入力］を入力します。 
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給与R4システムでは、各種申告書の表示に絞って入力できるようになりました。 

扶養控除等異動申告書の入力をするとき 

保険料控除等申告書の入力をするとき 

住宅借入金等特別控除申告書の入力をするとき 

［確定］をクリックすると、変更あった従業員の項目を登録し、年末調整の計算を
して入力画面を閉じます。 

• 従業員コード・従業員氏名の文字色が青色の従業員が年末調整計算の対象
です。 

• 年末調整の計算が行われると、源泉徴収簿や源泉徴収票の内容が書き換
わります。源泉徴収簿／従業員選択画面の「年調計算」欄が「済」になります。 



 保険料控除申告書の内容はどこから入力しますか。  
 

 ［年末調整］→［年末調整／一覧入力］の［保険料等申告書］ボタンをクリックすると、保険料等控除申告書の様式
に合わせて入力することができます。従業員から回収した保険料等控除申告書を清書して印刷する必要がある場合は、
こちらをご利用ください。  

 

 

 

 

 

 

従業員から回収した保険料控除申告書の保険料額の合計額や控除額のみを入力し、年間調整計算を行う場合は、 

［年末調整／一覧入力］画面で上書入力することもできます。  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 生命保険料控除、地震保険料控除の端数はどのように計算していますか。 
 

 保険料控除申告書の記載に従い、1円未満の端数がある場合は、その端数を切り上げています。 

3-3. 参考 年末調整／一覧入力に関するよくあるお問い合わせ その１ 
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給与R4システムでは、生命保険料控除、

地震保険料控除の上書入力ができるよ
うになりました。 

［選択行上書］にチェックを付けると、行
単位で上書（緑色）項目に変更すること
ができます。 

行数が足りない場合は、類似しているも
のを合算して、入力します。このとき、新
旧区分は区別して入力してください。 

Ｑ 

Ａ 

Ｑ 

Ａ 



 配偶者の合計所得はどこから入力しますか。 
 

 ［年末調整］→［年末調整／一覧入力］の［保険料等申告書］ボタンをクリックすると、配偶者特別控除申告書の様式に合わせ
て入力することができます。従業員から回収した保険料等控除申告書を清書して印刷する必要がある場合は、こちらをご利用く
ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

保険料等控除申告書を印刷する必要がない場合や扶養控除等異動申告書でのみ所得の見積額がわかっている場合は、 

［年末調整／一覧入力］画面で上書入力することもできます。 

上書入力する場合は、配偶者の収入ではなく、必要経費を控除した配偶者の所得額を入力してください。 

 ※［年末調整］→［年末調整／一覧入力］→［家族情報・扶養］では配偶者の所得見積額を入力することはできません。 

 

 給与（賞与）明細作成時に課税支給額として入力した金額の一部を非課税支給額に変更したいです。 
 

 ［年末調整］→［年末調整／一覧入力］の「非課税調整額」欄に非課税分の合計額を入力してください。総支給額（課税分）か
ら減額されて年調計算されます。  

 

 住宅借入金等の「2回目」には何を入力すればよいでしょうか。 
 

 「給与所得者の（特定増改築等）住宅借入金等特別控除証明書」または「給与所得者(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告
書」の下部の(参考事項、または証明事項)に２つ以上の居住開始年月日の記載がある場合に「（2回目）」の入力をします。例え
ば、新築等で１回目の控除を受けて、更に増改築等で２回目の控除を受けている場合です。  

 

 

3-4. 参考 年末調整／一覧入力に関するよくあるお問い合わせ その２ 
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Ｑ 

Ａ 

Ｑ 

Ａ 

Ｑ 

Ａ 



3-5. 参考 年末調整／一覧入力時のポイント 
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 前職分が2社以上ある場合は、どのように入力すればよいでしょうか。 
 

 合算した金額を［年末調整］→［年末調整／一覧入力］の「前職分」欄に入力します。会社名、住所については必要
に応じて給与支払報告書（源泉徴収票）の摘要欄を上書入力してください。  
 

 退職者を除いて年末調整／一覧入力を入力することはできますか。 
 

 年末調整／一覧入力画面の「年調する従業員のみ表示」にチェックを付けると、「年調区分：する」の従業員列のみ
に絞り込まれます。また、［検索］機能による従業員の絞り込みもできます。 

 

 

 

 
 

 年末調整／一覧入力画面に「申告書は11月xx日に提出予定」等、従業員ごとの覚書を入力することはでき
ますか。 

 年末調整／一覧入力画面に年末調整時の覚え書を入力する「メモ」欄がありますので、こちらをご利用ください。
「メモ」欄の入力内容は、源泉徴収簿や給与支払報告書（源泉徴収票）には反映されません。 

 

 

 

 
 

 年末調整／一覧入力画面の入力が完了した従業員を区別できま 

せんか。 

 年末調整／一覧入力画面の「処理済」にチェックを付けると、対象の 

従業員の列の背景が黄色になり、入力できなくなります。 

 

Ｑ 

Ａ 

Ｑ 

Ａ 

Ｑ 

Ａ 

Ｑ 

Ａ 



4-1. 年末調整計算 

 年末調整の処理を行った後、年末調整の計算のもとになる金額や扶養親族数等に変更があっ
た場合や、「年末調整の計算方法」を変更した場合は、再度年末調整の処理を行わなければ
なりません。そのときには必ず、［年末調整］→［年末調整計算］をクリックして年末調整
の計算を実行してください。計算し直す対象は全従業員です。 

 

 

 

 

 

 年末調整計算が正しく行われているかは、源泉徴収簿／従業員選択画面や給与支払報告書／
従業員選択画面の「年調計算」欄で確認することができます。 

 

 

 

 

 
 

 ［年末調整計算］は何度でも実行できます。 

 特定の従業員の年末調整の計算をやり直す場合は、計算のやり直しが必要な従業員の「源泉徴収簿」画面を表示 
して［確定］をクリックします。 
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年調計算 説明 

空白 年末調整計算が一度も実行されていません。または、Ver.15.1にデータ変換直後のため
です。給与・賞与データの入力や年末調整データの入力が済んだら、［年末調整計算］
を実行してください。 

済 年末調整計算が済んでいます。 

済（変） 年末調整の処理を行った後、年末調整の計算のもとになる金額や扶養親族数等に変更さ
れたことを示します。［年末調整計算］を実行してください。 

年末調整計算が終了したら、終了した旨のメッセージ
が表示されます。 



5-1. 各種帳票の作成 源泉徴収簿 

 年末調整／一覧入力の入力が完了したら、源泉徴収簿を確認して印刷します。 
– 年末調整の使用方法が「通常の年末調整」の場合は、給与（賞与）明細や賃金台帳の入力内容が源泉徴収簿に反映されて

いることを確認してください。 

– 年末調整の使用方法が「年末調整のみ使用」の場合は、従業員ごと給与（賞与）の「総支給額」「社会保険料の控除額」
「算出税額」を入力します。 
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印刷する前に「年調計算」欄が全て「済」になっていることを確認してください。 

空白、または「済（変）」の従業員がいる場合は、源泉徴収簿を開いて［確定］
するか［年末調整計算］を実行してください。 

項目列に「在職区分」「役職」「分類」「年調区分」「税表区分」を追加しました。項目行クリックで並び替え
をすることで、従業員を絞り込む事ができます。また、［検索］による絞り込みも可能です。 

•給与（賞与）明細を入力しましたが、源泉徴収簿に反映されません。 

•［設定］→［計算条件］で年末調整の使用方法が「通常の年末調整」になっていること 
を確認してください。 

•源泉徴収簿／従業員の選択画面で「年調計算」欄に空白、または「済（変）」の従業員 
がいる場合は、源泉徴収簿を開いて［確定］するか［年末調整計算］を実行してください。 

★ よくあるお問い合わせ ★ 



 源泉徴収簿に印刷される扶養親族数が家族情報で入力した人数と一致しません。 
 

 賃金台帳や源泉徴収簿の扶養親族数は月額表の「扶養親族等の数」にあたる人数を表しているため一致しないこともあります。 

 

 

 

 

 
 

 賃金台帳の「総支給額」と源泉徴収簿の「総支給額」が一致しません。 
 

 源泉徴収簿の「総支給額」は、支給項目のうち、「非課税」に設定されている分は「総支給額」に含まれません。賃金台帳の
「総支給額」ではなく、「（課税支給計）」と比較してください。  

 

 顧問先から提出をうけた給与明細から非課税分を手作業で除くのが面倒です。（年末調整のみ使用） 
 

 「「非課税額」入力あり」にチェックを付けてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 処理月選択画面の支払日と源泉徴収簿の日付が一致しません。（年末調整のみ使用） 
 

 はじめて源泉徴収簿画面を開いたときのみ、処理月選択画面の支払日を源泉徴収簿に連動します。支払日の変更があった場合は、
源泉徴収簿／従業員の選択画面の［日付設定］をクリックすることで、変更後の支払日を源泉徴収簿の「支給月日」に取り込む
ことができます。  
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扶養親族が年少扶養親族（年齢が16歳未満の人）のとき ０人 控除対象扶養親族が障害者（特別障害者を含む）のとき  ２人 

本人が障害者（特別障害者を含む）／寡婦（特別の寡婦を含む）ま
たは寡夫／勤労学生のとき 該当するごとそれぞれ 

１人 扶養親族が年少扶養親族（年齢が16歳未満の人）で同居
特別障害者のとき 

２人 

扶養親族が年少扶養親族（年齢が16歳未満の人）で障害者 

（特別障害者を含む）のとき 

１人 控除対象扶養親族が同居特別障害者のとき ３人 

「非課税額」入力ありにチェック有 

総支給額（非課税分含む）と非課税
額に分けて入力できます。 

「非課税額」入力ありにチェック無 

課税支給額を総支給額に入力します。 

Ｑ 

Ａ 

Ｑ 

Ａ 

Ｑ 

Ａ 

Ｑ 

Ａ 
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提出区分 判定 

提出する 年調区分：年調する • 役員のうち、給与等の金額が150万円を超える 

• 従業員（役員以外）で、給与等の金額が500万円を超える 

年調区分：年調しない • 税表区分が「甲欄」かつ役員で、給与等の支払金額が50万円を超
える 

• 税表区分が「甲欄」の従業員（役員以外）で、給与等の支払金額
が250万円を超える 

• 税表区分が「甲欄」以外で、給与等の支払金額が50万円を超える 

提出しない 上記以外 

 給与（賞与）明細を入力しましたが、給与支払報告書（源泉徴収票）に反映されません。 
 

 ［設定］→［計算条件］で年末調整の使用方法が「通常の年末調整」になっていることを確認してください。 

給与支払報告書／従業員の選択画面で対象の従業員の「年調計算」欄が空白、または「済（変）」の場合は、源泉徴
収簿を開いて［確定］してから給与支払報告書（源泉徴収票）を確認、印刷してください。  

 

 給与支払報告書（源泉徴収票）に年末調整／一覧入力で入力した配偶者の合計所得が反映されません。 
 

 給与支払報告書（源泉徴収票）の「配偶者の合計所得」欄は配偶者の特別控除の適用を受けた方について記入する項
目です。（手引にもそのように記載があります。）配偶者控除対象（配偶者区分が「一般」または「老人」）の場合
は、印字されません。  

 

 給与支払報告書（源泉徴収票）の「提出区分：提出する／提出しない」の判定方法を教えてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ 

Ａ 

Ｑ 

Ａ 

Ｑ 

Ａ 



 年末調整一覧表（A4横型）で従業員ごとの前職分が印刷されません。 
 

 年末調整一覧表（A4横型）では従業員ごとの前職分は印刷できません。年末調整一覧表（A4縦型）をご利用くださ
い。  
 

 年末調整の還付金を現金で支払います。従業員に配付する通知書は印刷できませんか。 
 

 ［年末調整］→［年末調整一覧表・通知書］を開き「年調する従業員のみ表示」にチェックを付けます。次に、 

［印刷］→「通知書（A4四切用）」を選択し「還付金通知書の印字」にチェックを付けて印刷します。給与R4シス
テムでは、還付金額を正数で印字するよう通知書印刷を改善しています。 

 

 

 

 

 

 
 

 給与支払報告書／総括表で特別徴収／普通徴収の人数を集計できませんか。 
 

 ［市町村別項目］タブに「（内）特別徴収」「（内）普通徴収」の集計が表示されます。 

（東京統一様式の印刷に対応しているため、印刷には反映されません。）  
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給与R4 平成27年版 Ver.15.1 

71 

Ｑ 

Ａ 

Ｑ 

Ａ 

Ｑ 

Ａ 



 支払を受ける者で登録した内容をファイル出力することはできませんか。 
 

 支払を受ける者の設定画面に「（同）フリガナ」「郵便番号」「住所」欄があります。［Excel］をクリックすると、
こちらの情報を含めてファイル出力することができます。  
 

 支払を受ける者の人数が100名を超えるので、支払調書作成時に［支払を受ける者］をクリックして、支払
を受ける者を選択する処理に時間がかかってしまいます。 

 報酬等入力や支払調書作成時に、支払者コードを直接入力する 

ことで、支払を受ける者を自動設定する機能に対応しました。 

こちらをご利用ください。 

 

 

 
 

 

 報酬等入力の源泉徴収税額は支払金額を元に算出されますが、支払金額に消費税込みの金額を入力するので、
消費税額を控除して計算することはできませんか。 

 報酬等入力や年間入力の源泉徴収税額は支払金額を基に算出されます。消費税額は加味されません。支払金額を消費
税抜きの金額にする、または、必要に応じて源泉徴収税額を上書きで入力し直してください。 
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支払者コードを直接入力し、
［Enter］をクリックすると支払を

受ける者で設定した内容が自
動転記されます。 

Ｑ 

Ａ 

Ｑ 

Ａ 

Ｑ 

Ａ 

国税庁から案内されている次の内容を基にシステム対応しています。 
 報酬・料金等の額の中に消費税及び地方消費税の額（以下、「消費税等の額」といいます。）が含まれている場合は、原則とし

て、消費税等の額を含めた金額が源泉徴収の対象となります。ただし、請求書等において報酬・料金等の額と消費税等の額が明
確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。 

 支払金額の記入に当たっては、原則として消費税等の額を含めて記入してください（消費税等の額が明確に区分されている場合
には、その額を含めないで記入しても差し支えありませんが、その場合には、「（摘要）」欄にその消費税等の額を記入してく
ださい。）。 

参照：国税庁タックスアンサー 

No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは   No.6929 消費税等と源泉所得税及び復興特別所得税 

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6929.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6929.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6929.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6929.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6929.htm


 報酬等の支払調書で「分離モード」「自動モード」の切り替えができなくなりました。 
 

 給与R4システムでは、従来の給与システムの「自動モード／分離モード」切り替えをやめ、支払を受ける者単位で、
自動モード／分離モードの支払調書作成ができるように変更しました。 

報酬等の支払調書の［追加］で作成する支払調書は「分離モード」のデータに限ります。［報酬等入力］でデータを
入力している支払を受ける者は「自動モード」で報酬等の支払調書を自動作成しますので、分離モードの支払調書を
追加することはできません。また、自動モードの支払調書を分離モードに変更することはできません。 

 

 コンバートすると、報酬等入力データが全て消えてしまいました。 
 

 報酬等の支払調書は、支払を受ける者ごとに自動モードで移行するのか、分離モードで移行するのか切り分けてコン
バートします。 

 報酬等データしかない場合 ⇒  報酬等データを自動モードとしてコンバートします。 

 支払調書データしかない場合 ⇒ 支払調書データを分離モードとしてコンバートします。 

 

報酬等データと支払調書データ双方が存在する場合は次のようにコンバートします。 

 従来の給与システムのモードが「自動モード」になっている場合 

報酬等データを自動モードとして移行します。報酬等データがない報酬等の支払調書のみの支払を受ける者は分
離モードとして移行します。 

 従来の給与システムのモードが「分離モード」になっている場合 

報酬等データから計算して生成した支払調書データとすでに存在している支払調書データを比較し、差がなけれ
ば報酬等データを自動モードとして 移行します。 

差があればすでに存在している支払調書データのみを分離モードとして移行します。（この場合、報酬等データ
は移行されません。） 
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Ｑ 

Ａ 

Ｑ 

Ａ 



 法定調書合計表の「B 源泉徴収票を提出するもの」の対象従業員を調べるにはどうすればよいでしょう 

か。 

 ［年末調整］→［給与支払報告書（源泉徴収票）］を開き、給与支払報告書／従業員の選択画面で項目名「提出区
分」を2回クリックします。「提出区分：提出する」従業員が上部に集まりますので、内容を確認します。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 従来の給与システムの「給与所得等の支給状況内訳書」の処理ができなくなりました。 
 

 提出を要する国税局が少なくなっていますので機能を削除しました。法定調書合計表で「支払状況内訳書の資料」の
印刷ができます。転記用にご利用ください。 
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支払状況内訳書の資料を印刷します。 

法定調書合計表を印刷します。 

Ｑ 

Ａ 

Ｑ 

Ａ 



● その他よくある問い合わせ 

 会社コピーについて 76 

 部門コードのコンバートについて 77 

 市町村コードについて 78 

 会社パスワードのコンバートについて 79 

 給与パターンのコンバートについて 80 

 通勤手当の注意点 81 

 賃金台帳の「（非税支給計）」について 82 

 フリーデザイン管理表について 83 
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ここからは給与R4システムのその他のよくある問い合わせをご案内します。 



● 会社コピーについて 

 帳票確認用に、001 Ａ会社を元にして、002 Ａ会社を［会社コピー］で作成しました。データ選択画面で
001 Ａ会社を選択すると、「共通基本情報の変更を反映すると以下のデータの重複が発生します」のメッ
セージが表示され、会社を選択することができません。 

 次のように操作して、会社データをコピーすると、上記の現象が発生します。 

 

 

 

 

 

 

 
 

メッセージが表示された場合は、Ｅｉボードを起動し、［管理メニュー］→［共通データのメンテナンス］→［共通
基本情報メンテナンス］で「001 Ａ会社」の共通基本情報を作成し直し、 「001 Ａ会社」の会社データを移動してく
ださい。 

001 Ａ会社を元に、全てのデータをコピーした002 Ａ会社を作成する場合は、次のように操作するとエラーメッセー
ジが表示されません。 
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Ｑ 

Ａ 
１． 001 Ａ会社を選択し、［作成］→［会社コピー］をクリックします。 

２． 共通基本情報選択画面が表示されます。「登録済みの共通基本情報を参照する」を選択し、「001 Ａ会社」の共通基
本情報を選択して、［確定］をクリックします。 

３． 会社初期値設定画面が表示されます。［共通基本情報変更］をクリックします。 

４． 共通基本情報設定画面が表示されます。コードを「001」から「002」に変更します。［確定］をクリックします。 

５． 会社初期値設定画面に戻ります。［確定］をクリックします。 

１． 001 Ａ会社を選択し、［作成］→［会社コピー］をクリックします。 

２． 共通基本情報選択画面が表示されます。「新規作成」を選択し、［確定］をクリックします。 

３． 共通基本情報設定画面が表示されます。［取込］をクリックします。 

４． 共通基本情報を選択する画面が表示されます。「001 Ａ会社」を選択して［選択］をクリックします。 

５． 共通基本情報設定画面に戻ります。コードを「002」と入力して［確定］をクリックします。 

６． 会社初期値設定画面が表示されます。［確定］をクリックします。 



● 部門コードのコンバートについて 

 会社データをコンバートしたら、上記部門の部門コードが変更されてしまい、従来の給与システムと同じ順
番で管理帳票を確認することができなくなりました。 

 給与R4システムでは、上位階層の部門を「合計部門」、従業員が所属する部門を「個別部門」というように２つの性
質の部門にわけて登録するよう変更されました。従来の給与システムで第１階層、第２階層の部門に所属する従業員
いる場合は、第１階層、第２階層の部門は、合計部門・個別部門それぞれの部門が作成されて、コンバートされます。
従業員は個別部門に所属するため、個別部門の部門コードに変更はありませんが、合計部門の部門コードはT00001

から連番で自動設定されます。必要に応じて、合計部門の部門コードの見直しを行ってください。給与R4システムで

は従業員が所属している部門でも部門コードを変更できるようになりました。  
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Ｑ 

Ａ 

従来の給与システム 給与R4システム 

従来の給与システムでは上位階層
の「管理部」と「管理１課」に従業員
が所属していたとする。 

コンバートにより「管理部」と「管理１課」
の合計部門が自動付番されるため順
番が変わってしまう。 

第１・第２階層の部門コードを見直すこ
とで従来の給与システムと同じ並びに
なります。 

コンバート 部門コード 
追加・変更 



● 市町村コードについて 

 ［住民税の納付先］を追加しようとしたのですが、市町村名の選択リストに数件の市町村しか表示されませ
ん。 

 ［住民税の納付先］の市町村名の選択リストはＥｉボードの「市区町村役場マスター」の情報を表示しています。従
来の給与システムの「顧問先情報」をコンバートすると、 顧問先情報で使用していた市町村のみ選択リストに表示さ
れるよう「市区町村役場マスター」が更新されます。選択リストに市町村を追加したい場合は、次のように操作して
ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 会社データをコンバートしたら、従業員情報で「市町村（納付先）」や「市町村（報告書提出先）」登録時
に選択する市町村が従来の給与システムと同じ順番で表示されなくなりました。 

 給与R4システムでは、従来の給与システムで運用していたコード／市町村コードの二重管理をやめ、市町村コード
（総務省地方公共団体コード：5桁）に一本化されました。よって、従来の給与システムで任意に設定していたコー
ド順には表示されません。電子申告システムをご利用の場合は、変更することはできませんが、電子申告システムを
使用しない場合は、コンバート後に［住民税の納付先］で市町村コードを任意のコードに変更していただいても問題
ありません。 
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１． Ｅｉボードを起動します。 

２． ［管理メニュー］→［共通データのメンテナンス］→ 

［市区町村役場マスター］を選択します。 

３． 選択リストに表示したい市町村にチェックを付けます。 

４． ［登録］をクリックします。 

Ｑ 

Ａ 

Ｑ 

Ａ 



● 会社パスワードのコンバートについて 

 会社データをコンバートしたら、会社パスワードが通らなくなりました。 
 

 従来の給与システムでは、会社パスワードを登録する際、英字をすべて大文字にしてデータベースに登録し、会社を
起動する際、英字を大文字で入力しても小文字で入力してもパスワードが通るようにしていました。 

コンバートの際は、データベースに登録されている会社パスワードをそのままコンバートするので、会社パスワード
の英字は大文字でコンバートされます。 

給与R4システムでは、会社パスワードの照合に大文字／小文字も確認ため、従来の給与システムと同じように英字を
小文字で入力すると、会社パスワードが通らなくなります。 

 

給与R4システムで会社データを起動する際は、初回のみ英字を 

大文字で入力して起動してください。 

その後、［設定］→［会社パスワード］で従来の給与システムで 

使用していたパスワードを再設定することで、以後の会社起動で 

は、従来の給与システムで使用していた会社パスワードと同じ入 

力でパスワードが通るようになります。 
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給与応援Super スタンドアローン版／給与応援
Liteのシステムパスワードは、Ｅｉボード管理
に変更されました。 

初回のみ英字は大文字で入力します。
数字はそのまま入力します。 

Ｑ 

Ａ 



● 給与パターンのコンバートについて 

 会社データをコンバートしたら、給与パターンが部門別に作成されましたが、まとめることはできますか。 
 

 従来の給与システムでは、給与（賞与）項目を部門別に作成していましたが、部門数が多い場合の煩雑さや、支給形
態ごとの給与項目の設定のご要望を受け給与パターンとして給与項目を設定するよう仕様を変更しています。 

従来の給与システムの会社データをコンバートすると、部門別の給与（賞与）項目が、そのまま給与パターンとして
コンバートされます。部門別に同じ給与（賞与）項目を使用している場合は、次のように操作して、給与パターンを
まとめることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ ［一括変更］では給与パターン以外に、部門コード、役職、分類の一括変更ができます。 
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Ｑ 

Ａ 

１． ［設定］→［従業員／個別入力］を選択します。 

２． 従業員／個別入力画面で［全選択］をクリックし、全ての従業員を選択します。 

３． ［一括変更］をクリックします。 

４． 一括変更画面が開くので、「給与パターン」にチェックを付け、全ての従業員で共通にする給与パターンを選択しま
す。 

５． ［確定］をクリックします。従業員／個別入力画面を［閉じる］で閉じます。 

６． ［設定］→［給与パターン］を開きます。不要になった給与パターンを［削除］します。 
 ４．で「000000 基本パターン」に集約した場合は、［設定］→［計算条件］で給与パターンを「使用する」→「使用しない」

に変更します。 



● 通勤手当の注意点 

 通勤手当の設定について、従来の給与システムとの違いを教えてください。 
 

 給与R4システムでは、３種類の通勤手当が入力できるようになりました。電車やバスなどの複数の通勤経路を要する
従業員の設定も可能です。  
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Ｑ 

Ａ 

従業員／個別入力 画面 

３種類の通勤手当が入力できます。
「交通用具」は１種類しか設定できま
せん。 

計算条件の設定 画面 

従業員情報の「通勤手当の支払額」には定期代の総額を設定します。給与明細に月按分額を印
刷したい場合は、計算条件の「給与明細の通勤手当表示」で「通勤手当の月按分額」を選択し
てください。給与処理時、月按分した通勤手当を自動で計算します。 

３種類の通勤手当が設定できるようになったので、「支
給方法」「支給月」は選択できません。従業員情報の
「通勤手当の支払額」は総額を設定するようになった
ので、給与明細に表示される通勤手当額を総額で表
示するか、月按分額で表示するかのみを選択します。 



● 賃金台帳の「（非税支給計）」について 

 会社データをコンバート後、賃金台帳を確認すると、給与R4システムで給与処理をした月は「（非税支給
計）」が集計されますが、コンバートした過去月には「（非税支給計）」が表示されません。 

 給与R4システムでは、賃金台帳の「実総支給額」の上に「（課税支給計）」「（非税支給計）」「（社保対象計）」
を追加しました。「（課税支給計）」は源泉徴収簿のつき合わせに、「（社保対象計）」は算定基礎届、月額変更届、
労働保険の申告書の資料等のつき合わせにご利用いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「（課税支給計）」 「（社保対象計）」については、従来の給与システムのデータベースに登録されている集計額な
ので、コンバートにより賃金台帳に表示されますが、 「（非税支給計）」については、給与Ｒ４システムで新たに追
加された集計項目なので、従来の給与システムで処理済みの過去月では表示されません。 

なお「（非税支給計）」が集計されないことにより、年末調整計算が不正になることはありません。 
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Ｑ 

Ａ 

賃金台帳画面 

過去月の「 （非税支給計） 」を計算したいときは、賃金台帳のある項目の金額を変更して
［Enter］をクリックし、再度元の金額に変更して［Enter］をクリックすると、変更した月
の「 （非税支給計） 」が計算されます。 



● フリーデザイン管理表について 

 フリーデザイン管理表のデザイン設定で修正内容を確定したいのですが、［確定］がクリックできません。 
 

 フリーデザイン管理表を開くと管理表名に「（標準）」と記載されている11種類の管理表（100001~100011）が表示
されます。 

これは、お客様が任意に管理表を作成する際に、コピー元となる標準の管理表となりますので、［デザイン設定］で
内容を変更することはできません。（［確定］がクリックできません。） 

元となる管理表を選択して、［追加］で管理表を作成すると、［デザイン設定］で内容を変更することができるよう
になります。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 フリーデザイン管理表で印刷画面の縮小倍率を指定することはできませんか。 
 

 フリーデザイン管理表をプレビュー表示すると縮小倍率を30%～100% 

の間で設定できます。 

 

 

 

給与R4 平成27年版 Ver.15.1 

83 

Ｑ 

Ａ 

Ｑ 

Ａ 

（標準）データでは［確定］
がクリックできません。 



● バージョンアップ後の確認事項 その１ 
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 データ変換 
Ver.14で使用していたデータは、Ver.15.1で使用するためにデータ変換が必要です。 

Ver.15.1にデータ変換前の会社データは、データ選択
画面の状態欄に     が表示されます。 

「旧データ」の会社データを選択して［選択］をクリックすると 

「この会社データは古いバージョンで作成されており、新しいバージョンに置き換える必要
があります。変換処理を行います。 」のメッセージが表示されます。 

［OK］をクリックすると、Ver.15.1で使用できるデータに変換され、     の表示は消えま
す。 

 マイナンバーパスワード設定 
Ｅｉボードでマイナンバーパスワードを設定していないと、給与Ｒ４システム起動時、マイナンバーパスワード設定
画面が表示されます。起動しているユーザーが「マイナンバー取扱責任者」ならば「マイナンバーパスワード」「パ
スワードの確認」を入力して、［確定］をクリックしてください。 
詳細は「マイナンバー対応」をご参照ください。 

 

Ver.13で使用していたデータや平成26年分以前のデータはVer.15.1では使用できません。 

 



● バージョンアップ後の確認事項 その２ 
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 年末調整計算 
［年末調整］タブで、必ず［年末調整計算］を行ってください。 
Ver.14ですでに［年末調整計算］を実行済みであっても、Ver.15.1にデータ変換後は必ず、［年末調整］→［年末
調整計算］を行ってください。［年末調整計算］を実行すると、源泉徴収簿／従業員の選択画面で「年調計算」欄に
「済」マークがつきます。 

 

 配当等の分配の支払調書合計表 
「税理士番号」欄は会社基本情報変更画面からの連動項目（計算(水色)項目）に変更しました。データ変換時、法定
調書合計表で登録済みの税理士番号が会社基本情報変更画面に移行されます。配当等の分配の支払調書で設定した税
理士番号と異なる場合は、［上書］で修正してください。 

 

 制限事項 

– 給与支払報告書／源泉徴収票 
住宅の取得や増改築などが特定取得に該当する場合の摘要欄の記載に対応しておりません。 
住宅の取得や増改築などが特定取得に該当する場合は、摘要欄の居住開始年月日の後に「（特定）」と上書入
力してください。 

 

– 楽しい給与計算 
Windows10の環境で楽しい給与計算のダウンロードを行う場合は、ブラウザInternetExplorer11をご利用
ください。（MicrosoftEdge）はご利用いただけません。 



● サプライ用紙のご案内 

● 給与支給明細書・封筒 

帳票名 型番 入数 標準価格(税抜) 用紙タイプ 

■ インクジェット・ページプリンター用 

①支給明細書 
Q33A 300枚 2,500円 

専用用紙(A4・2分割) 
Q33B 1,000枚 5,000円 

②支給明細書 
Q34A 300枚 2,000円 白紙(ミシン目入り) 

(A4・2分割) カラー Q34B 1,000枚 4,000円 

③支給明細書 
Q35A 300枚 2,500円 白紙(ミシン目入り) 

(A4・3分割) カラー Q35B 1,000枚 5,000円 

④支給明細書封筒 
Q39A 300枚 4,500円 封筒 

Q33／Q34／Q35 用 Q39B 1,000枚 12,000円 

⑤支給明細書封筒 
Q38A 200枚 5,200円 封筒 

B5 白紙出力用 Q38B 500枚 12,000円 

■  インパクトプリンター用 

⑥支給明細書 
Q31PA 300枚 5,000円 専用紙 

(銀行振込タイプ) Q31PB 1,000枚 14,000円 

⑦支給明細書 
Q32PA 300枚 10,000円 専用紙 

(現金中入タイプ) Q32PB 1,000枚 24,000円 
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● 今回の変更点                 

⑧ 平成27年度版源泉徴収票 

  A4専用用紙 

  AC2527S／AC2527 
 ※平成27年分 給与支払報告書 

  ／源泉徴収票の専用用紙です。 
 

 

 

 

⑩ 給与所得の源泉徴収票 

  (28年退職者用) A4白紙2分割  

  Q34A／Q34B 

 ※ 平成28年度以降のデータで［入退社］タブ→［(所)給与所得の源泉徴収票／ 

   退職者用］を印刷するときに使用します。 

⑪ 個人番号一括収集システム 仕切り紙印刷用 A4白紙3分割  

  Q35A／Q35B 

 カラー マークの用紙は、カラーページプリンターをご利用の場合カ
ラー印刷が可能です。 
インクジェットプリンターで印字する場合は、プリンターの印字領域
をご確認の上お使いください。 
印字領域がページプリンターより狭い場合があります。 
 
上記内容は予告なく変更することがあります。 

2015年11月現在 

● 源泉徴収票・支払調書 

帳票名 型番 入数 標準価格(税抜) 用紙タイプ 

■ インクジェット・ページプリンター用 

⑧平成27年分 

 源泉徴収票 

AC2527S 100枚 1,300円 

専用紙(A4・4分割) 
AC2527 500枚 6,000円 

⑨支払調書・ 

 源泉徴収票 

AC24S 250枚 1,500円 

白紙(ミシン目入り) 

(A4・4分割)  カラー 
AC24M 500枚 2,000円 

AC24   1,000枚 3,600円 

⑩給与所得の 

 源泉徴収票 

(28年退職者用) 

Q34A 300枚 2,000円 
白紙(ミシン目入り) 

(A4・2分割) カラー Q34B 1,000枚 4,000円 

⑪一括収集 

システム 

仕切紙印刷用 

Q35A 300枚 2,500円 
白紙(ミシン目入り) 

(A4・3分割) カラー Q35B 1,000枚 5,000円 


