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1.準備編 本年の1月から年末調整を開始するまでの間に、次のような事はありませんでしたか？
12月の年末調整を開始する前までに確認を済ませてください。

➀ 本年の1月から12月までの間に入社された方の登録

➀-1.前職の「給与所得の源泉徴収票」の入力が必要です。□
前職で発行された「給与所得の源泉徴収票」を入手後、「社員マスタメンテナンス」の「就業状況」にある「入社年月日」
「前職情報」の「前支払金額合計」「前社会保険料合計」「前徴収税額合計」に金額を入力してください。

【拡大】
支
払
金
額

源
泉
徴
収
税
額

社
会
保
険

料
等
の
金
額

前職の「給与所得の源泉徴収票」

※支払金額は「非課税」分を
含めません。

【ポイント】
前職情報に入力した金額が年末
調整に加算されて計算されます。

メインメニュー⇒『他システムへ』⇒「マスタ処理へ」⇒「社員マスタメンテナンス」⇒『就業状況』画面操作

●「社員マスタメンテナンス」の『就業状況』画面
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➀-2. 「令和3年分 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」の記入□
「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」に記入後、「社員マスタメンテナンス」の次の部分の入力が必要です。
・『社員基本』にある「生年月日」「課税区分」※提出がない場合は、課税区分が「乙」です。
・『就業状況』にある「入社年月日」
・『扶養家族』にある「本人」と「家族氏名」「続柄」「扶養」「同居」「生年月日」「非居住者」「障害者」

【ポイント】
「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」が未提出、2箇所以上で勤務されているときは税区分は「乙」です。

●「令和3年分 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」

記入内容に沿って
入力します。

次頁へ

●「社員マスタメンテナンス」の『社員基本』画面

メインメニュー⇒『他システムへ』⇒「マスタ処理へ」⇒
「社員マスタメンテナンス」⇒『社員基本』

画面操作

➀ 本年の1月から12月までの間に入社された方の登録

2
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前頁より

●「社員マスタメンテナンス」の『就業状況』画面

メインメニュー⇒『他システムへ』⇒「マスタ処理へ」⇒
「社員マスタメンテナンス」⇒『就業状況』

画面操作

●「社員マスタメンテナンス」の『扶養家族』画面

メインメニュー⇒『他システムへ』⇒「マスタ処理へ」⇒
「社員マスタメンテナンス」⇒『扶養家族』

画面操作

「B.控除対象扶養親族（16歳以上）」
2021年（令和3年）分の「控除対象扶養親族（16歳以上）」は、平成18（2006）年 1月 1日 以前生まれの方

「A.源泉控除対象配偶者」
所得者（合計所得金額が900万円以下である人に限ります。）と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が95万円以下の人をいいます。

「16歳未満の扶養親族」
2021年（令和3年）分の「16歳未満の扶養親族」は、平成18年 1月 2日 以後生まれの方

◎「令和3年分 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」について補足

「C.障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」
寡婦、ひとり親、勤労学生の区分を確認。

➀ 本年の1月から12月までの間に入社された方の登録

設定後「再計算」を
クリック

3
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●「サクセスマイナンバー管理システム」

➀-3.「サクセスマイナンバーシステム」の連携設定□
➀ 本年の1月から12月までの間に入社された方の登録

メインメニュー⇒『他システムへ』⇒「マスタ処理へ」⇒「マイナンバー連動設定」画面操作

「サクセスマイナンバーシステム」でマイナンバー（個人番号）を参照する場合の設定例です。

●パワフル「給与」の「マイナンバー連動設定」画面

【ポイント】
設定すると「社員マスタメンテナンス」で新規登録したときに左のメッセージが表示されます。
メッセージの「はい」をクリックすると「サクセスマイナンバーシステム」に名前、社員番号などが
登録されます。
マイナンバー（個人番号）は「サクセスマイナンバーシステム」から入力します。

次頁へ
4
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➀ パワフル「給与」の「社員マスタメンテナンス」の登録を先に行い「サクセスマイナンバーシステム」の設定を後で
行いました。
そのため「サクセスマイナンバーシステム」の連動設定が後になってしまって、名前などが「サクセスマイナンバー
システム」に反映されていません。

《このような事はありませんか？ 》

② パワフル「給与」の「社員マスタメンテナンス」で新規登録したのですが、登録時に表示されたメッセージを「いいえ」
を選択してしまい「サクセスマイナンバーシステム」にこの人だけ反映されていません。

「社員マスタメンテナンス」
において社員を新規登録

「マイナンバー連動設定」は、
未設定または

未設定から設定を行った
自動登録されません。
次頁以降を参照し、追加
してください。

「マイナンバー連動設定」は、
設定済

「社員マスタメンテナンス」
で表示されたメッセージ

表示を「はい」

パワフル「給与」システム
サクセス

マイナンバーシステム

「社員マスタメンテナンス」
で表示されたメッセージ
表示を「いいえ」

名前、コードなどが
登録されます。

【パワフル「給与」で新規社員マスタ登録したときの「サクセスマイナンバーシステム」との関係】

次頁へ

マイナンバー（個人番号）は、
「サクセスマイナンバー
システム」で入力します。

前頁より ➀ 本年の1月から12月までの間に入社された方の登録

5
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◎ 社員名をExcel出力してマイナンバー設定の準備が行えます。

●「マスタ登録メニュー」画面

➀「社員名称Excel出力」をクリック

②マイナンバー（個人番号）は本人、家族を含める必要が
ありますので、「いいえ」をクリック

③初めての場合は、全事業所「はい」をクリックします。
登録されている全ての事業所の社員名、家族が出力されます。
現在の事業所を出力するときは「いいえ」をクリックします。

社員名、家族名の
データ

パワフル「給与」

Excel
出力

「社員家族.csv」が
出力されます
出力先は、

「C:¥SCCES」

CSVファイルの
編集

サクセスマイナンバーシステムの
取込用ファイルとして

「CSV・Excelデータ」参照の
ときのファイルとして

CSVファイル編集後は

Excel出力のイメージ

メインメニュー⇒『他システムへ』⇒「マスタ処理へ」⇒「社員名称Excel出力」画面操作

次頁へ

前頁より ➀ 本年の1月から12月までの間に入社された方の登録

6
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➀画面の右下にあるWindowsボタンの
上で「右クリック」

Windowsのスタートボタンを「右クリック」⇒『エクスプローラ」をクリックします。
画面操作

続いて、「C」ドライブ、「SCCES」フォルダを開きます。

②「クリック」

③「C」ドライブを開きます

④「SCCES」フォルダを開きます

⑤「社員家族.CSV」ファイルを開きます。
「.CSV」は表示されていないこともあります。

⑥「社員家族.CSV」の内容が表示されます。
このファイルを加工して「サクセスマイナンバーシステム」の取込用ファイル（CSV・Excel）参照のファイルとして加工します。

次頁へ

1行目には、列の項目名が表示されています。

前頁より ➀ 本年の1月から12月までの間に入社された方の登録

【ポイント】
Excelに出力された名前やコードは、マイナンバー（個人番号）が登録してある媒体（Excelファイル、CSVファイル、サクセスマイナンバー
システム）と一致しないとマイナンバー（個人番号）が表示されません。
マイナンバー（個人番号）を媒体に登録するときは、出力されたExcelファイルを活用してください。

7
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●「サクセスマイナンバーシステム」の「Excel・CSVデータ取込処理」画面
「サクセスマイナンバーシステム」⇒「Excel・CSVデータ取込処理」画面操作

コ
ー
ド
1

へ

コ
ー
ド
2

へ

コ
ー
ド
3

へ

コ
ー
ド
4

へ

氏
名
・
法
人
名

へ

マ
イ
ナ
ン
バ
ー

へ

個
人
・
法
人
区
分

へ

【ポイント】
Excelの項目名の「列（A,B,C…）」を
「サクセスマイナンバーシステム」の
「Excel・CSVデータ取込処理」画面で
該当する「列（A,B,C…）」を登録します。

【ポイント】
コード1～4は、パワフル「給与」の「マイナンバー
連動設定」で設定します。
各コードの項目名をメモしておくと便利です。

次頁へ

● その1：「サクセスマイナンバーシステム」で取込をするExcel（.xlsx形式）ファイルの設定例

前頁より ➀ 本年の1月から12月までの間に入社された方の登録
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次頁へ

●「サクセスマイナンバーシステム」の「マイナンバー検索」画面
「サクセスマイナンバーシステム」⇒「マイナンバー検索 修正・新規」画面操作

●「サクセスマイナンバーシステム」の
「Excel・CSVデータ取込処理」画面

「サクセスマイナンバーシステム」⇒
「Excel・CSVデータ取込処理」画面操作

●「サクセスマイナンバーシステム」で取込をする
Excel（.xlsx形式）ファイルの設定例

編集したExcel、サクセスマイナンバーシステム、パワフル「給与」でのコード関係について

コード 1 へ
コード 2 へ
コード 3 へ
コード 4 へ

パワフル「給与」⇒メインメニュー⇒『他システムへ』⇒
「マスタ処理へ」⇒「マイナンバー連動設定」

画面操作

●パワフル「給与」の「マイナンバー連動設定」画面

サクセスマイナンバーシステムの
「コード1」～「コード4」を
「コード1番目」～「コード4番目」の項目で合わせます。

【ポイント】
「サクセスマイナンバー連動設定」画面のコード体系を
変更するとマイナンバー（個人番号）参照方法が変わり
ますので、既に設定済みの場合は変更前の情報をメモし
てください。

前頁より ➀ 本年の1月から12月までの間に入社された方の登録
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● その2：「CSV・Excel」によるマイナンバー参照の設定例

前頁より ➀ 本年の1月から12月までの間に入社された方の登録

省略

➀Excelの1行目に「項目名」があるときは
「ヘッダー有りファイル」に設定します。
②Excelのシート名を「Excelシート名」に

入力します。
※CSVファイルのとき「Excelシート名」は

表示されません。
③「マイナンバー連動設定」画面に表示

されている項目に対してExcelの項目名を
入力します。

➀

②
項
目
名
の
行
が

あ
る
と
き

Excelファイルのときシート名を入力
CSVファイルは入力しません。

③

項
目
名
と
項
目
を

紐
付
け
ま
す
。

【ポイント】
パワフル「給与」でマイナンバー（個人
番号）を参照するときで、マイナンバー
（個人番号）が登録されているファイル
（Excel、CSV）にパスワード設定されて
いるときは、パスワードを解除するか
ファイルを開いた状態にしてください。

10
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➀-4. マイナンバー（個人番号）の取得□
➀ 本年の1月から12月までの間に入社された方の登録

◀「マイナンバー連動設定」を「サクセスマイナンバーシステム」に設定してあるとき
左のメッセージは、「社員マスタメンテナンス」で新規登録したときに表示されるメッセージ
で「家族情報」を追加しても表示されます。
「はい」をクリックすると「サクセスマイナンバーシステム」に該当者が追加されます。

◎「サクセスマイナンバーシステム」を起動してマイナンバーを入力します。

➀使用システムは「給与」

②「検索」をクリック

③該当者の「表示」をクリック

マイナンバーが登録されているとき
「登録済」が表示されます。

スクロールすると「氏名・法人名」が見られます。

④「マイナンバー変更」をクリック
⑥マイナンバーを入力したら
「マイナンバー変更」をクリック

⑤マイナンバーを入力

登録されているマイナンバーを
表示するときクリック

【ポイント】
マイナンバー（個人番号）は、「サクセスマイナンバーシステム」で入力してください。
パワフル「給与」からはマイナンバー（個人番号）の入力、及びデータの保持はしません。

【サクセスマイナンバーシステム利用のとき】

11
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➀-5. マイナンバー（個人番号）の取得□
➀ 本年の1月から12月までの間に入社された方の登録

【ポイント】
マイナンバーが設定してあるCSV、Excelファイルを開き編集（直接、削除、修正）します。

● パワフル「給与」でマイナンバー（個人番号）を参照するファイル

● パワフル「給与」で出力した「社員家族.CSV」ファイル
事
業
所
番
号
へ

従
業
員
番
号
へ

従
業
員
名
へ

【ポイント】
「社員家族」ファイルにある該当項目から必要な部分をコピーして貼り付けます。
パワフル「給与」ではマイナンバー（個人番号）を参照するため参照ファイル（CSV、Excel）とパワフル「給与」の社員マスタと
一致した情報のみ表示します。参照の範囲には、名字と名前の間に含まれるスペースも含まれます。

★ 必要な部分をコピーして貼り付け

【CSV・Excelファイル、OBCマイナンバーシステム利用のとき】
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➀-6. マイナンバー（個人番号）の確認□
➀ 本年の1月から12月までの間に入社された方の登録

【サクセスマイナンバーシステム利用のとき】

パワフル「給与」⇒メインメニュー⇒『他システムへ』⇒
「年末調整処理へ」⇒「サクセスマイナンバー管理確認」

画面操作

● パワフル「給与」でマイナンバー（個人番号）の参照確認

➀「サクセスマイナンバー
管理確認」をクリック

②マイナンバー（個人番号）を確認する方の
「マイナンバー確認」をクリック

③表示されたマイナンバー
（個人番号）を確認します

【ポイント】
パワフル「給与」と「サクセスマイナンバーシステム」で連動するときは、
パワフル「給与」でマイナンバー（個人番号）の確認が行えます。

●マイナンバー連動設定の状態は、
「サクセスマイナンバーシステム」を選択しています。

パワフル「給与」⇒メインメニュー⇒
『他システムへ』⇒「年末調整処理へ」⇒

「マイナンバー連動設定」

画面操作
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➀ 本年の1月から12月までの間に入社された方の登録

➀-7. マイナンバー（個人番号）の確認□ 【CSV・Excelファイル、OBCマイナンバーシステム利用のとき】

【ポイント】
「マイナンバー連動設定」で『CSV・Excelデータ』『OBCマイナンバーシステム』を選択したとき、パワフル「給与」でマイナンバー
（個人番号）を参照するときは次のように行います。

★ 年末調整する時点（12月）のとき年末調整の手順に沿って本年度の「年調計算処理」を行うと「源泉徴収票の印刷」が行えますので
源泉徴収票を印刷、画面表示して確認します。

★ 年末調整を行う時期でない（12月以外）ときに確認するときは、必ず「ユーティリティ」の「データの保管」を確実に行ってから
年末調整の手順に沿って「源泉徴収票の印刷」で印刷、画面表示して確認します。
また、確認後は、バックアップしたファイルを「ユーティリティ」の「データの復元」でデータを元に戻します。
データの復元を行わないと、現在作成されている給与または賞与の所得税に年末調整の調整額がセットされた状態になりその月で
本来徴収する所得税で計算されない状態になります。
年末調整を行う時期でないときに源泉徴収票を印刷（退職者を除く）する場合はご注意ください。

●マイナンバー連動設定の状態を「CSV・Excelデータ」または、
「OBCマイナンバーシステム」を選択した場合。

「サクセスマイナンバー管理確認」の
ボタン表示はありません。

パワフル「給与」⇒メインメニュー⇒『他システムへ』⇒
「年末調整処理へ」⇒「マイナンバー連動設定」

画面操作
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② 本年退職された方・される方

画面操作

□

【ポイント】
退職日の前に給与の発生がない状態で、最後に賞与が発生して退職となる場合は、「就業状況」を「退職」にせず「休職（処理しない）」
などに変更し退職日は入力しません。
最後に賞与を支給するときに「休職（処理しない）」から「在職」へ切替します。
賞与の支給が終わったら「就業状況」を「退職」にして「退職年月日」を入力します。

退職日が決まり最後の支給（給与、賞与）が終わってから、
「就業状況」を「退職」に変更して「退職年月日」を入力します。
「退職」にすると給与、賞与の各明細が表示されなくなります。

②-1. 退職の設定について
メインメニュー⇒『他システムへ』⇒「マスタ処理へ」⇒

「社員マスタメンテナンス」⇒『就業状況』

➀「就業状況」をクリック

②「就業状況」を「退職」に変更

③「退職年月日」を『本年の年月日』で入力

「サクセスマイナンバーシステム」と連動
しているときはマイナンバー（個人番号）
削除予定日を連動できます。

10月 11月

給与あり 給与なし 賞与あり

『在職』『休職（処理しない）』

12月

就業状況の設定

給与・賞与の状況

『在職』

支給月

『退職』

1月

給与なし

☆12月末で退職の場合は、12月の「賞与」が終わったら「退職」にします。

『退職』

参考：12月で退職（11月給与なし12月賞与あり）

【ポイント】
給与、賞与が作成されている状態（当月処理中状態）で、「退職」に
変更すると処理していた給与、賞与の明細が表示されなくなります。
もし、支給、控除の金額が発生していると賃金台帳や源泉徴収票に
影響しますので最後に「賃金台帳」で状態を必ず確認してください。
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② 本年退職された方・される方

画面操作 メインメニュー⇒『他システムへ』⇒「年末調整処理へ」⇒「年調調整データ処理」

「社員マスタメンテナンス」画面で「退職」を設定したときは、続いて「年末調整処理」の「年調調整データ処理」画面で前回年末調整を行った
情報を削除します。
削除しないと前回年末調整で入力した保険料控除額など退職者の源泉徴収票に表示されますので、「内容クリア」を行ってください。

➀「内容クリア」をクリックすると
保険料控除などの金額を消す
ことが出来ます。

③「はい」をクリックすると「申告1」の内容と「申告2」の生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済保等
掛金控除、配偶者控除の金額が消えますが、摘要、住宅借入金等控除の控除関係は消えません。

②「申告1」「申告2」の内容を
消すときにクリックします。
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② 本年退職された方・される方

□ ②-2. パワフル「給与」と退職金
退職金は、「給与所得の源泉徴収票」に記載しません。
専用の「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」に記載します。パワフル「給与」では、退職金の処理は行えませんのでご注意ください。

※「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」は、給与等の支払者の
もとを退職したときにその効力を失うものとされています。
退職後に給与等を支払う場合には、原則として「給与所得の源泉
徴収税額表の「乙」欄で源泉徴収をすることになります。

●「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」… 国税庁HPより 1枚の用紙に4箇所あります。

【退職金】… パワフル「給与」では行えません。
・「退職所得控除額」の算出が必要

勤続年数などを考慮して控除額を求めます。
・「退職所得の源泉徴収税額の速算表」から源泉徴収税額を求めます。

【給与・賞与】…パワフル「給与」で行えます。
・「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」に基づき控除対象者を

申告し給与では、「給与所得の源泉徴収税額表」の「甲」欄から
税額を計算しています。

・所得控除（生命保険料控除、地震保険控除など）は年末調整で実施
します。

給与と退職金の計算方法の違い（抜粋）

詳しくは、国税庁ホームページを御覧ください。

□ ②-3. 年末調整してから退職する方
年末調整をして退職するときは、年末調整を行った源泉徴収票を印刷して退職日を手で記入するようにお願いします。

該当する例として再就職しないことが決まっている人で、次の場合
① 死亡により退職した人
② 著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと見込まれる人
③ 12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人
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③ 家族情報が変更になったとき

□家族情報が変更になったときは、「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」も見直しが必要です。

・学校を卒業して就職されて給与収入がある方
・ご家族のなかで就職されて給与収入がある方
・結婚や子供の誕生によりご家族が増えた方

年末調整のときに今年度の「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」を提出していますが、申告書の提出後、記載内容に異動が
あったときは、別に異動申告書を提出するか、あるいは申告書の該当項目を異動後の内容に補正してください。

控除対象扶養親族などが本年の中途で死亡した場合でも、
死亡の日の現況により判定することになりますから、
本年分については扶養控除などの控除の対象となります。
※人的控除については、原則、その年の12月31日の現況で

判断します。

《このような事はありませんか？ 》

【ポイント】
①「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」は、変更あったときに

修正が必要です。
パワフル「給与」の「社員マスタメンテナンス」の『扶養家族』で
登録、変更が必要です。

②マイナンバー（個人番号）の取得が必要なこともあります。
マイナンバーを登録管理しているシステム（サクセスマイナンバー
システムなど）またはExcel、CSVファイルなどに登録が必要です。

《参考》「年末調整のしかた」には、「給与所得者の扶養控除等申告書」について次のような記載があります。

メインメニュー⇒『他システムへ』⇒「マスタ処理へ」⇒
「社員マスタメンテナンス」⇒『扶養家族』

画面操作

所得税の「扶養」増減に関わります。
適用には、所得や条件などが加わります。

本年お亡くなりになった方は、その年の年末調整で
控除対象者になります。

・ご本人、ご家族の方が障害者となった方
・ひとり親、寡婦になった方

※主な事例を掲載しています。
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④ 本年の給与・賞与の支給において訂正があったとき

□ 給与または賞与明細書に訂正があったときは、パワフル「給与」で訂正が必要です。
給与明細書、賞与明細書から作成した内容は、賃金台帳、年末調整へと引き継がれます。
そのため、給与、賞与の明細書が実際の支給、控除した状態と違うと正しい賃金台帳、年末調整の処理が出来ません。

① パワフル「給与」で、既に給与明細書または賞与明細書で訂正済みのとき

⇒問題ありません。引き続きパワフル「給与」で処理が行えます。

② 給与明細書または賞与明細書に誤りがあり訂正をパワフル「給与」で行っていないとき

例えば、「給与明細書」、「賞与明細書」で間違いがあり訂正していない状態で受給者と現金のやり取りや振込で対応行った後、
まだパワフル「給与」で何も対応していない。
※年末調整をする年度の訂正に限ります。前年分を訂正する場合は、年末調整のやり直しまたは、確定申告の対応になります。

《このようなことありませんか？》

パワフル「給与」と実際の支給、控除で違いがあった。

②-1.訂正するための方法

パワフル「給与」の「賃金台帳」で『調整額』を確認

A.当月または次月の
「給与明細処理」で調整する方法

B.「社員マスタメンテナンス」の
「前職区分」で調整する方法

調整方法は、「給与明細処理」で調整する方法と「社員マスタメンテナンス」の「前職区分」で調整する方法の2つがあります。

次頁へ

次頁以降の
《 1.支給項目、控除項目ごとの金額を調べる 》を参照ください。

次頁以降の《 B.「社員マスタメンテナンス」の「就業状況」にある
「前職区分」で調整する方法 》を参照ください。

次頁以降の《 A.現在の給与月の該当項目で
「差額調整」する方法 》を参照ください。

《参考》
所得税の違いは「年末調整」で再計算（徴収・還付）
されます。「社員マスタの設定」を見直してください。
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④ 本年の給与・賞与の支給において訂正があったとき前頁より

◎「調整額」を知るには、パワフル「給与」にある「賃金台帳」の金額と実際の金額から調整額を調べます。

《 1.支給項目、控除項目ごとの金額を調べる 》

①表示する該当者をクリックします。
②「プレビュー」ボタンで画面表示、「プリンタ」ボタンで印刷します。
③「賃金台帳」が表示または印刷されますので、調整する金額を調べます。

項目によっては、社会保険、私学共済も変動することがありますので、合わせてご確認ください。

メインメニュー⇒『年次処理』⇒「賃金台帳作成」画面操作●「年次処理」の『賃金台帳』画面

①

②

③

②-1.訂正するための方法
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④ 本年の給与・賞与の支給において訂正があったとき前頁より

次頁へ

現在作成されている「給与明細」で該当する項目で金額調整（差額調整）するやり方です。
この場合は、どれだけの差額があるか「賃金台帳」などから計算しておく必要があります。

例1：先月、A手当に¥1,000円支給するのを忘れていて、当月は、A手当に¥3,000円支給されているとき。
当月のA手当（¥3,000）＋先月のA手当 支給忘れ分（¥1,000）= 当月のA手当の支給項目金額（¥4,000）を入力します。

例2：先月、B手当を¥1,000円支給したが全額支給してはいけなかった。当月は、B手当の支給金額がない（￥0円）とき。
当月のB手当の支給項目金額をマイナス金額（-1,000円）入力します。

メインメニュー⇒『給与処理』⇒「給与明細処理」⇒「給与明細選択」から該当の方を選択
※賞与の場合は「給与」を「賞与」に置き替えてください。

画面操作

・「給与明細入力」画面で変更する項目の「入力」にチェックすると
金額変更できます。

●「給与明細入力」画面

《 A.現在の給与月の該当項目で「差額調整」する方法 》②-1.訂正するための方法

例3：先月、AA控除で¥1,000円控除するのを忘れていて、当月は、AA控除に¥3,000円控除されているとき。
当月のAA控除（¥3,000）＋先月のAA控除 控除忘れ分（¥1,000）= 当月のAA控除手当の控除項目金額（¥4,000）を入力します。

例4：先月、BB控除を¥1,000円控除したが全額控除してはいけなかった。当月は、BB控除で控除金額がない（￥0円）とき。
当月のBB控除の控除項目金額をマイナス金額（-1,000円）入力します。

・「給与明細入力」画面で変更する項目の「入力」にチェックすると金額変更できます。

メインメニュー⇒『給与処理』⇒「給与明細処理」⇒「給与明細選択」から
該当の方を選択
※賞与の場合は「給与」を「賞与」に置き替えてください。

画面操作

●「給与明細入力」画面
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④ 本年の給与・賞与の支給において訂正があったとき前頁より

●「社員マスタメンテナンス」の『就業状況』画面
メインメニュー⇒『他システムへ』⇒「マスタ処理へ」⇒
「社員マスタメンテナンス」⇒『就業状況』

画面操作

①

①チェックを入れます。
チェックを外すと次の入力済みの金額が消えます。
※前支払金額合計、前社会保険料合計、前徴収税額合計

②調整する金額を入れます。
入力する金額は、プラス金額、マイナス金額可能です。
「前支払金額合計」‥支給金額（非課税を除きます）
「前社会保険料合計」‥社会保険、私学共済の控除金額
「前徴収税額合計」‥所得税の控除金額
※入力する金額は、「調整する金額」です。

【拡大】

次頁へ

《 B.「社員マスタメンテナンス」の「就業状況」にある「前職区分」で調整する方法 》②-1.訂正するための方法

「給与明細」などで訂正するのではなく、「前職区分」を使用して金額調整（差額調整）するやり方です。
前職区分に入力するときは、年末調整前までに入力を済ませてください。

②

【ポイント】
既に、「前職区分」に金額が入力されている場合は、前職の金額または、
前回の調整金額が考えられます。
その場合は、入力されている金額から加算、減算が必要なことがあり
ますので、内容をご確認ください。

【ポイント】
「前職区分」に金額を入力すると「源泉徴収票」「給与支払報告書」の
表示に影響がある場合があります。
次頁の《 参考：源泉徴収票、給与支払報告書に印刷するとき 》を参照
ください。

22



＜2021年 9月 給与Ver4.4システム＞

◎「前職区分」に入力した次の項目の金額は、「年末調整処理」の「源泉徴収票の印刷」で「中途採用金額を印字」にチェックを
入れて印刷をすると「源泉徴収票」「給与支払報告書」の「摘要」に内容が印字されます。
「前職区分」の項目：「前支払金額合計」「前社会保険料合計」「前徴収税額合計」

④ 本年の給与・賞与の支給において訂正があったとき前頁より

《 参考：源泉徴収票、給与支払報告書に印刷するとき 》

次頁へ

メインメニュー⇒『他システムへ』⇒
「年末調整処理へ」⇒「源泉徴収票の印刷」

画面操作

●「年末調整処理」の『源泉徴収票の印刷』画面

●「社員マスタメンテナンス」の
『就業状況』画面の「前職区分」

○ 出力した「源泉徴収票」

「中途採用金額を印字」にチェック
すると「摘要」に表示されます。

◎前職場の金額と調整金額が含まれるときは、「源泉徴収票の印刷」で「中途採用金額を印字」のチェックを入れないで印刷を行い印刷
された「源泉徴収票」「給与支払報告書」の摘要に前職の金額を記入するか「年調調整データ処理」の「摘要」を入力してください。
※純粋な前職場の金額を摘要に表示できないため。

23



＜2021年 9月 給与Ver4.4システム＞

⑤ 現在の最新バージョンは、パワフル「給与」Ver4.4

□ 2021年（令和3）年の年末調整は、パワフル「給与」Ver4.4で、2021年4月の更新プログラムが
適用されていることが必要です。

現在、パワフル「給与」のバージョンは『Ver4.4』で利用していることが重要です。
もし、前のバージョン（パワフル「給与」Ver4.3)のときは、パワフル「給与」Ver4.4にバージョンアップを実施してください。
尚、パワフル「給与」Ver4.4においても、『2021年4月の更新プログラム』が適用していることが重要です。

バージョン 及び 時期 2020年12月 2021年1月～3月 2021年4月

パワフル「給与」
Ver4.3

年末調整前までの
利用

このバージョンでは、給与、賞与の作成しません。

パワフル「給与」
Ver4.4

Ver4.3からコンバート後
年末調整の実施

毎月の給与または、賞与の作成
更新プログラムの適用が

必要です。

【パワフル「給与」バージョン適用の時期について】

※ 2021年4月以降に更新プログラムが公開されたときは、プログラム適用を行ってください。

【ポイント】
①最新のパワフル「給与」のバージョンは、『Ver4.4』です。

違うバージョンを利用しているときは、パワフル「給与」バージョン『Ver4.4』を導入してください。
Ver4.4のDVDは、2020年12月に「年末調整」のご案内と共に出荷しています。

②年末調整を外部委託している場合でもパワフル「給与」は最新のものをご利用ください。
③2021年4月に更新プログラムが公開されていますので、プログラム適用が必要です。

それ以降にプログラム公開があったときは同様にプログラム適用が必要です。

利用中のパワフル「給与」のバージョンが『Ver4.4』でない場合（前のVerで利用している場合）は、次の点が挙げられますので、
パワフル「給与」Ver4.4をご利用ください。

①「年末調整」のプログラムは最新Verで提供していますので、古いVerの場合はプログラム導入が出来ません。
② 新しい「源泉徴収税額表」に更新できません。
③ 法改正などによる対応プログラムの適用できません。
④ 最新Verと現在利用しているVerに差があるとデータコンバート（データの引継ぎ）ができない事があります。

確認！
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2.確認編
➀ 年末調整の資料は、例年10月末までに発表されます。

➀ 国税庁の発表は9月から10月末日までに行われます。□
例年、9月～10月末日の間に「国税庁」のホームページ（www.nta.go.jp）に情報が掲載されます。
各種申告書、資料などもダウンロードできますので、活用してください。
特に年末調整対象者に配布する申告書は、対象者に早めに渡し早めに回収、チェックすると年末調整を円滑に行えます。
尚、国税庁のホームページ内「刊行物等」より「パンフレット・手引」の順で進むと掲載がされています。

1.国税庁のインターネットアドレスは、https://www.nta.go.jp

2.国税庁のホームページの
「刊行物等」をクリック

3.「パンフレット・手引」をクリック

次頁へ

画面は、2021年 7月時点の内容です。表示されている内容は変更になることがあります。

①-1. 国税庁ホームページの活用
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前頁より ➀ 年末調整の資料は、例年10月末までに発表されます。

画面は、2021年 7月時点の内容です。表示されている内容は変更になることがあります。

4．例年、「源泉所得税関係」「法定調書関係」に年末調整関連が掲載されます。
※「パンフレット・手引」内のページまたは、「年末調整がよくわかるページ」を参照ください。

尚、「年末調整がよくわかるページ」は年末調整シーズンになると例年表示されます。

次頁へ
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前頁より ➀ 年末調整の資料は、例年10月末までに発表されます。

①-2. 申告書入手（ダウンロード）後の対応について

「国税庁」のホームページ（www.nta.go.jp）に年末調整の情報が掲載後、各種申告書、資料などをダウンロードします。
特に各種申告書は、ダウンロードファイルとして保存ができますので、必要に応じて、年末調整対象者にダウンロードファイル
または、申告書を印刷したものを渡します。
後日、対象者から提出を受けてチェックしてから年末調整の入力に備えます。

国税庁
ホームページ

1.国税庁ホームページから各種申告書、資料などをダウンロードします。

各種申告書
ダウンロード

2.ダウンロードした各申告書を印刷またはファイルにて年末調整対象者へ配布します。

申告書
申告書

申告書
申告書

申告書
ダウンロード

ファイル

印刷

※ 加入している生命保険（生命保険、介護保険、個人年金）、地震保険などの「控除証明書」は
加入保険会社から発行されます。
例年、10月から11月の間に加入者へ届きますので、早めに各種申告書を年末調整の対象者へ
お渡しください。

※ 「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」は全ての方にお渡しください

従業員
（年末調整を受ける人）

印刷物、ダウンロードファイルの
どちらか一方

《 各種申告書入手後の大まかな手順 》

次頁へ
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前頁より ➀ 年末調整の資料は、例年10月末までに発表されます。

・「令和3年分 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」
⇒ 2020（令和2）年の「年末調整」で提出または、2021（令和3）年の1月給与支給までに提出。

2021（令和3）年1月の給与から適用した申告内容を年末調整時点で確認が必要。

・「令和3年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」
⇒12月の給与、賞与の金額が確定しないと年間の金額が分からない部分があります。

・「令和3年分 給与所得者の保険料控除申告書」
⇒申告の際には「控除証明書」など必要。内容チェックで誤りも多い部分。

・「令和4年分 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」
⇒ 2022（令和4）年1月から適用する内容を申告（予定額、見積額、扶養の状況）

※ 住宅借入金控除を受けている方からは、住宅借入金等特別控除計算明細書、残高証明書なども提出を受けてください。

《 各種申告書について 》

3. 各種申告書を年末調整対象者から提出を受けます。

従業員
（年末調整を受ける人）

申告書
申告書

申告書
申告書

記入済み

年末調整の
記入済み申告書を受け取る添付書類

＋

次頁へ
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前頁より ➀ 年末調整の資料は、例年10月末までに発表されます。

4. 提出を受けた各種申告書を確認します。

申告書
申告書

申告書
申告書

記入済み

添付書類

＋

・提出を受けた各種申告書の内容をチェックします。
各種申告書の内容に基づいてパワフル「給与」に入力をしますので、
検算、証明書の確認を行います。

5. パワフル「給与」に 2021（令和3）年 年末調整システムを導入します。

・パワフル「給与」の年末調整システムを手順書に沿って導入します。
パワフル
「給与」
年末調整
システム

パワフル「給与」
年末調整

システム導入

次頁へ

※ 年末調整を受ける方で、住宅借入金控除の適用を受ける方からは、
「住宅借入金等特別控除計算明細書」、「残高証明書」なども提出を
受けてください。

※ 「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」は、扶養者がなくても
提出を受けてください。
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6. パワフル「給与」に各種申告書の情報を入力します。

・確認を行った各種申告書の内容をパワフル「給与」の
年末調整システムに入力します。

・全ての入力が完了すると「年末調整計算」が行えます。
その後は、源泉徴収簿、源泉徴収票の印刷が可能です。

※ 年末調整の計算処理をするときは、12月の給与、賞与が
確定してから行ってください。

パワフル「給与」
年末調整

システムに入力

前頁より ➀ 年末調整の資料は、例年10月末までに発表されます。

申告書
申告書

申告書
申告書

確認済み

※ 入力方法の詳細は、該当の年度に配布する年末調整資料を参考ください。

【ポイント】
・各種申告書を対象者に配布して整った方から提出を受けてください。
・提出を受けた申告書に誤りがないか、また必要な控除証明書や住宅取得資金に係わる借入金の年末残高証明書を確認します。
・各種申告書の内容をパワフル「給与」に入力するときは、該当年の年末調整システムの導入を行ってから入力します。
・年末調整の計算は、12月の給与、賞与が確定してから行います。

※ 該当年の年末調整システムの導入は、12月の給与、賞与を行う前でもできます。
導入後は、年末調整情報を入力は出来ますが、12月の給与、賞与が確定するまでは年末調整の計算処理は行えません。

各種申告書で計算された金額をパワフル「給与」の
年末調整システムに入力します。
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国税庁「年調ソフト」を利用するときの注意点□
② 国税庁の『年調ソフト』の取込ファイルには対応していません

詳しくは、国税庁資料「年末調整⼿続の電⼦化に関するパンフレットについて」を参照ください。
「年末調整⼿続の電⼦化について~実施方法検討·周知編〜」の抜粋

2020（令和2）年10月以降の年末調整において、国税庁の『年調ソフト』（以下、年調ソフト）が利用できるようになりました。
「年調ソフト」と「パワフル「給与」では、データ連携は行えません。
「年調ソフト」を利用したときは、給与受給者が申告書の入力と印刷まで行い法人へ提出する方法になります。
イメージに記載されている「控除証明書等データ」「控除申告書データ」を法人へ提出してもパワフル「給与」に取込すること
はできません。

● 年末調整手続の電子化（イメージ）

次頁へ

1.「年調ソフト」は、インストールが必要です。
給与受給者が自宅で申告書作成するときは、自宅のパソコンにインストールが必要です。

2.「年調ソフト」で印刷した「申告書」は通常の手書きの申告書と形式が違います。
また、申告書が数頁に印刷されることがあります。

3.「年調ソフト」を利用して申告書を作成するときは、入力後、印刷して必要な「証明書」を添付して法人へ提出します。

※ 次頁の「案1」から「案4」の「案1」「案2」はパワフル「給与」では対応していません。

31



＜2021年 9月 給与Ver4.4システム＞

前頁より ② 国税庁の『年調ソフト』の取込ファイルには対応していません

注

注

《重要》パワフル「給与」では、年調ソフトで出⼒した電⼦化ファイルには対応していません。
年末調整は、あらかじめ各種申告書にて計算を⾏いその⾦額を⼊⼒して⾏います。

・国税庁の「年調システム」で⼊⼒したデータを出⼒したとき、個⼈ごとに （案1、案2の注）ファイルが作成されます。
そのファイルを⼈数分取込する業務とそのファイルごとの管理。また、プリントした申告書が従来の申告書と⽐べ形式が違い申告書の
印刷枚数が多くなることが挙げられます。

・申告者（給与所得者）が国税庁の「年調システム」をインストールする必要があります。

パワフル「給与」では
データファイルの
取込はできません。

次頁へ

「年末調整⼿続の電⼦化について~実施方法検討·周知編〜」の抜粋
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前頁より ② 国税庁の『年調ソフト』の取込ファイルには対応していません

パワフル「給与」では
書面の申告書を入力して

計算します。

「年末調整⼿続の電⼦化について~実施方法検討·周知編〜」の抜粋
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3.年末調整の前によくあるお問い合わせ編
Q 1．賞与処理をすると、本年の賞与支給回数が1回目なのに 3回目と表示されます。

前回の年末調整処理後に「年間締処理」が行われていない可能性があります。□
メインメニューから「年次処理」の「年間締処理」が昨年の年末調整処理後に実施されていないため、賞与回数が初期化さ
れず、昨年から続いた回数を表示しています。

賞与が年4回以上支給されるものは、『標準報酬月額』の対象となりますので、表示が 4回目以上のときは、社会保険、私学
共済の控除額も確認も必要です。

《 対応方法 》
・今年の賞与が作成されていないときは、ユーティリティで「データの保管」を

確実に行ってから「賞与締処理」を行い「年間締処理」を行います。

今年、第1回目の賞与なのに
3回目と表示されている！

メインメニュー⇒『賞与処理』⇒「賞与データ作成」画面操作

【ポイント】
・今年度の賞与が既に作成されていて、回数が違っていることが判明

した場合は、再度、作成した賞与を削除してやり直す必要があります。
賞与を作成する前に「賞与回数」を確認してから賞与作成を行って
ください。

・ご不明な場合は、サポートセンターまでお問い合わせください。
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年末調整システムの「年調計算処理」で「計算方法」を「単独年調（退職者のみ）」で行うと、
退職者だけの源泉徴収票を印刷できます。

□

ここでは、退職者の源泉徴収票の印刷方法についてご説明します。
『退職者の設定』については、本資料の「1.準備編」⇒「②本年退職された方・される方」⇒「②-1.退職の設定について」を
参照ください。

メインメニュー⇒『他システムへ』⇒「年末調整処理へ」⇒「年調計算処理」画面操作

「社員マスタメンテナンス」の変更
「就業状況」⇒「退職」に変更、「退職日」を入力。

「年末調整処理」の「年調調整データ処理」の確認
前年の年末調整で申告した内容のクリアが必要です。

【「1.準備編」の「②本年退職された方・される方」の
「②-1.退職の設定について」を参照ください 】

現在のページを参照ください。

当作業を行なう前に次のページを参照ください。

①「単独年調（退職者のみ）」を
選択します。

②「単独年調（退職者のみ）」が選択されている
ことを確認してクリックします。

【ポイント】
計算方法を「単独年調（退職者のみ）」以外の計算方法（給与年調、賞与
年調）で処理を行うと現在の給与、賞与に年末調整の計算が行われ処理中の
給与または賞与で『所得税』が調整されます。
年末調整時期でないときにこのような処理を行った場合は、給与または賞与で
所得税が調整されていますので注意が必要です。

次頁へ

Q 2．退職者の源泉徴収票を印刷したいです。
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前頁より

◎「前職区分」に入力した次の項目の金額は、「年末調整処理」の「源泉徴収票の印刷」で「中途採用金額を印字」にチェックを
入れて印刷をすると「源泉徴収票」「給与支払報告書」の「摘要」に内容が印字されます。
「前職区分」の項目：「前支払金額合計」「前社会保険料合計」「前徴収税額合計」

《 参考：源泉徴収票、給与支払報告書に印刷するとき 》

メインメニュー⇒『他システムへ』⇒
「年末調整処理へ」⇒「源泉徴収票の印刷」

画面操作

●「年末調整処理」の『源泉徴収票の印刷』画面

●「社員マスタメンテナンス」の
『就業状況』画面の「前職区分」

○ 出力した「源泉徴収票」（退職者）

・「中途採用金額を印字」にチェック
すると「摘要」に表示されます。

◎前職場の金額と調整金額が含まれるときは、「源泉徴収票の印刷」で「中途採用金額を印字」のチェックを入れないで印刷を行い、印刷
された「源泉徴収票」「給与支払報告書」の摘要に前職の金額を記入するか「年調調整データ処理」の「摘要」を入力してください。
※純粋な前職場の金額を摘要に表示できないため。

中途・退職の場合は
日付を確認してください。

・「中途採用金額を印字」チェックなし

Q 2．退職者の源泉徴収票を印刷したいです。
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所得税の徴収額違い、扶養の適用の違いも年末調整で所得税の再計算（徴収額と年税額の比較）を
行いますので、年末調整を行った際に徴収、還付されます。

□

＜対応方法＞
・扶養の適用の違いについては、「社員マスタメンテナンス」の「扶養家族」で設定をします。

現在作成中の給与、賞与から扶養の適用を行う場合は、「給与明細処理」または「賞与明細処理」の「扶養情報」で設定します。
「扶養家族」または「扶養情報」の「扶養」のチェックに応じて所得税の計算に対応します。

・扶養の適用は「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」の申告内容で確認してください。

Q 3．扶養の適用が間違っていて徴収する所得税が違っていることが判明しました。

●「社員マスタメンテナンス」の『扶養家族』画面

画面操作 メインメニュー⇒『他システムへ』⇒「マスタ処理へ」⇒
「社員マスタメンテナンス」⇒『扶養家族』

●「給与明細処理」の『扶養情報』画面

画面操作 メインメニュー⇒『給与処理』⇒
「給与明細処理」⇒『扶養情報』

※賞与の場合は「賞与」に読み替えてください。

設定後は、「再計算」を
クリックします。

設定後は、「再計算」を
クリックします。

次頁へ
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前頁より Q 3．扶養の適用が間違っていて徴収する所得税が違っていることが判明しました。

1月～12月の『給与・賞与』では

支給額

社会保険料

所得税

12月 『年末調整』では

… 徴収された社会保険料や私学共済掛金

… 徴収された源泉所得税（所得税）
一年間の見積額として徴収

… 支給された金額（非課税額を除く）

申告書に基づく様々な控除
・生命保険料控除 ・地震保険料控除 ・住宅借入金控除
・基礎控除 ・配偶者特別控除または配偶者特別控除

・障害者控除 ・所得金額調整控除 など

社会保険料

支給額

▲
▲

支給金額から控除された金額

年末調整の所得税額表で再度、支給金額から控除された金額で
所得税（年税）を算出

＝
⇒

⇒

比較
⇔

1月～12月の『給与・賞与』で実際に徴収した「所得税」から年末調整で求めた所得税（年税）と比較します。
・所得税（年税）が実際に徴収した額よりも多いときは、差額分が「徴収」されます。
・所得税（年税）が実施に徴収した額よりも少ないときは、差額分が「還付」されます。

給与、賞与で徴収した「所得税」と年末調整で様々な控除をして算出した「所得税（年税）」と比較して過不足を求めます。
例えば、扶養（源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族（16歳以上））に適用することができない状態で扶養とする申告があり、
1月～12月の給与、賞与の所得税では扶養控除を適用して所得税を徴収していたが、年末調整の判定で扶養に適用することができなく
なった場合、年末調整で算出した所得税（年税）が多くなり毎月徴収する所得税が過少になりますので年末調整では徴収になります。
このように、年末調整では徴収してきた所得税と本来徴収する所得税（年税）と比較して過不足精算されます。

年末調整のイメージ

※ 年末調整のイメージを把握するため概略で記載していますのでご理解ください。

《 年末調整について 》
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「賃金台帳」に記載がされないと年末調整などはできません。
そのため、パワフル「給与」を通さず支給したものなどで賃金台帳、年末調整に反映させるときは、
「社員マスタメンテナンス」の「就業状況」にある「前職情報」を使用します。

□

Q 4．過去の月でパワフル「給与」を通さず直接、振込や現金で支給した手当がありますが、
その内容を賃金台帳に載せたいですし年末調整もしたいです。

賃金台帳、年末調整に反映させるには、「前職区分」を使用する方法になりますので、詳しくは、本資料の
「1.準備編」⇒「④本年の給与・賞与の支給において訂正があったとき」⇒
「②-1.訂正するための方法」《B.「社員マスタメンテナンス」の「就業状況」にある「前職区分」で調整する方法》を参照ください。

【ポイント】
給与が1回も作成されていない場合は、年末調整が出来ません。

パワフル「給与」に登録されていて、本年の給与または賞与が1回でも作成されていれば、源泉
徴収票の作成は可能です。

□
Q 5．給与は、別方法で支給していてパワフル「給与」で処理していません。源泉徴収票だけ印刷したいです。

パワフル「給与」では、給与は12ヵ月、賞与は12回作成することができます。
しかし、賃金台帳に反映するために本来ない賞与を作成したりすると賞与回数により社会保険、私学共済の計算方法が変わって
きますので、調整をする場合は、サポートセンターにお問い合わせ頂くか、前職情報を利用するようにしてください。

「社員マスタメンテナンス」にて社員情報を登録し、給与または賞与を0円で作成します。
1回でも給与または賞与が作成されていれば「年末調整処理」にて計算対象となりますので、「前職情報」を利用し支払額や
社会保険料等の金額を入力します。

ただし、ダミーの給与や賞与を作成すると合計表の人数が正しく集計されません。ご注意ください。
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パワフル「給与」では、年末調整のときにバージョンアップを行っています。
バージョンアップは年末調整の計算方法変更、翌年度の源泉徴収税額表の変更、システムの変更
などが含まれていますので必ず実施してください。
また、更新プログラムが公開されたときも同様に導入が必要です。

□

Q 7．年末調整のDVDのインストールや最新プログラムの適用をしないとどうなりますか？

◎「バージョンアップ」を実施しないと
新しい計算方法、源泉徴収税額表などに対応しないことになり計算方法、税額表が古い状態になります。
また、バージョンアップでは、データベース更新なども含まれていますので、今のバージョンをバージョンアップしないで
その次のバージョン（一代先）でバージョンアップすることはできません。
必ず、バージョンアップや更新プログラムが発表されたときにバージョンアップなどを行ってください。

必要です。
パワフル「給与」で全ての機能を使用しなくても、バージョンアップ、更新プログラムの適用は
必ず、実施してください。

□

Q 6．外部に年末調整や社会保険などを業務委託していますが、
それでもバージョンアップ、更新プログラムの導入は必要ですか？

◎ 古いバージョンを使い続けると
新しい計算方法、源泉徴収税額表などに対応しないほか、次のバージョンにバージョンアップが出来なくなります。
バージョンアップでは、Windows、Officeの対応も含まれています。
古いバージョンで使用されていると最新バージョンにデータコンバートが出来ないことがあります。
コンバートができないときは、マスタ登録から全て入力が必要になります。
必ず、バージョンアップ、更新プログラムの導入は行ってください。

◎「更新プログラム」を導入しないと
更新プログラムは、現在のバージョンの改良版プログラムです。
年末調整のときは、更新プログラムが適用されている状態で年末調整の導入が必要になります。
更新プログラムが導入されていないと更新されているところが更新されていない状態となり正しく計算、出力ができないことが
あります。必ず、公開されたときは導入を行ってください。
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ご清聴、誠にありがとうございました。


