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 従業員を雇ったら、毎月の給与計算業務が発生します。残業代を集
計したり、保険や税金を差し引いたり、その作業は意外と複雑。きち
んと仕組みを理解しておかないと、給与未払いなどの労務リスク、税
金滞納などの税務リスクにもなりかねません。 

 このガイドでは就業規則をはじめとした各種手続きから、社会保険
などの各種保険、所得税などの税金、年末調整まで含めた一連の給与
事務についてまとめました。 
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1. 給与計算って？意外と複雑な給料の仕組み 

給与計算とは 

 

 

 給与計算とは文字通り、社員やアルバイトなどの毎月の給料を計算する作業です。 

 

 給料なんて決まった額を振り込むだけでは？と思う方もいるかもしれませんが、給料
は毎月変動することの方が多く、その計算は意外と複雑なのです。例えば残業を多くし
た、という月には残業代だけでなく、そこから差し引かれる所得税や保険料なども変わ
ってきます。 

 

 また従業員の給料を計算するということは、国や役所に納めるべき税金の額を計算す
る、ということでもあります。大雑把に言えば、給与について「従業員と国との取り分
をそれぞれ計算する」というのが給与計算の役割になります。 

 よって、給与計算を正確に行うのは従業員の為だけでなく、会社にとっての税務リス
クを回避するためでもあるのです。 

 

給与事務の年間スケジュール 

 給与計算に関する業務をまとめて「給与事務」と呼びます。給与事務には従業員の入
社手続きや労務手続き、年末調整なども含みます。 

 

給与事務の一般的な年間スケジュールは、次の通りです。 
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時期 イベント

3～4月 従業員の入退社の処理

5～6月 新年度の住民税の通知、適用

6月 労働保険料の年度更新

7月 社会保険料の定時改定

11～12月 年末調整

1 月 源泉徴収票/給与支払報告書の提出

このように給与事務の繁忙期には季節性があるので、年間のスケジュールは前もって
把握しておくことが大切です。

給与担当者と給与計算ソフト 

人事の中に給与事務専用の担当者を置いている会社もありますが、多くの中小企業な
どのスモールビジネスにおいては経理担当者が担当していることも多いようです。
これは給与計算は税金の計算でもある、と書いたように、給与計算と経理は密接に関係
した業務であるためです。
また、設立したての会社などでは経営者自らが給与事務を行うことになります。

給与計算をエクセルなどの表計算ソフトで行うことも不可能ではありませんが、所得
税や保険の計算を毎月正確に行うのは大変な上、年末調整や算定基礎届などのイベント
もあります。
かかる時間や税務・労務リスクを考えると、給与計算ソフトを使うのが良いでしょう。
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給与計算ソフトを選ぶ際は、以下をチェックしましょう。 

 

• 必要な書類を作成できるか 

• 税制や保険料の改正に対して、アップデート料が含まれているか 

• 年末調整機能が含まれているか 

• 勤怠管理機能が含まれているか 

• サポート体制は十分か、料金に含まれているか 
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2. 就業規則や給与規定は、給与計算のルール 

就業規則とは 

 就業規則とは、休日や給料の支払日など、従業員が働く上でのルールを定めた書類で
す。給与計算を始める前に、まずは全体のルールを決めましょう。 

 就業規則は、従業員 10人以上の企業では労基署まで届け出ることが法律で義務とされ
ています。10人未満の場合でも、前もって作成をしておいたほうが従業員と会社お互い
のためにもよいでしょう。 

 

 就業規則には、必ず記載しなければいけない項目（絶対的必要記載事項）と、決まっ
ていれば記載する必要がある項目（相対的必要記載事項）、その他の項目（任意的事項）
の 3種類があります。 

 

 例えば必ず記載しなければならない項目は、次の通りです。 

 

• 仕事の開始・終了時刻や休憩時間、休日などに関する情報 

• 給料の支払い方法、締め日や支払日、昇級などに関する情報 

• 退職手続きに関する情報 

  

厚生労働省のサイトでは、テンプレートとして使える「モデル就業規則」がダウンロー
ドできるので、作成に迷った際は参考にしてみてください。 

 

給与規定・賃金規定とは 

 就業規則が長くなりすぎるのを避けるため、細かい事柄については別規定として作成
できることも認められています。 

 そのため、給料に関する項目は「給与規定」や「賃金規定」といった形で決めている
会社も多いようです。 

 

 

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html
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• 会社の締め日（給料の集計の対象となる期間） 

• 支払日（実際に支払う日） 

• 残業代の割増 

 

などは毎月の給与計算にも大きく関わってくることなので、あらかじめ決めておきまし
ょう。 
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3. 入社手続きに必要なものまとめ 

雇用契約書 

 従業員が入社するときには、雇用契約書を作成して、会社と従業員両方がそれにサイ
ンします。 

 雇用契約には、給料体系や勤務体系などの労働条件を必ず明示しなければいけません。 
（参考：厚生労働省） 

 

 なお、業務委託で仕事を頼む場合には「雇用契約」ではなく「業務委託契約」になり
ます。この場合にも別の形で業務委託契約書を用意しましょう。 

 

保険の加入条件 

 まず前提として重要なのが、保険に加入するかどうかは会社や従業員の希望によって
決まるのではなく、法律で定められた条件に当てはまるかどうかで決まる、ということ
です。例えば会社も従業員も保険に入りたくない、という場合でも、条件にあてはまれ
ば加入は義務となります。 

 

 保険の加入条件は次の通りです。なお、これには社員やアルバイトなどの雇用形態は
関係ありません。 

労災保険 

 全ての従業員が加入対象となります。 

 ただ労災保険は従業員負担がない上、手続きは年に 1度なので、普段の給与計算に登
場することはあまりありません。 

雇用保険 

 次の 2点を全て満たす場合は、その瞬間に加入対象となります。 

• 1週間の労働時間が 20時間以上の予定 

• 31日以上雇用される予定 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/index.html
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 ただし、役員や学生は原則対象外となります。これは基本的には雇用保険は「失業し
た時のための保険」である為です。 

社会保険（健康保険・厚生年金保険） 

 次の 3点を全て満たす場合は、その瞬間に加入対象となります。 

 

• 1日の労働時間が一般社員の 4分の 3以上 

• 1ヶ月の労働日数が一般社員の 4分の 3以上 

• 2ヶ月以上雇用される見込みがある 

 

 一般社員と同じぐらい働いているか、というのが条件になっていることから、一般社
員は基本的に全員加入対象となることが分かります。 

介護保険 

 40歳以上 65歳未満の健康保険の加入者は、全て加入対象となります。 

健康保険とセットで付いてくる、特殊な保険という位置付けです。 

保険ごとの加入条件の厳しさ 

 加入条件がゆるい順に、次の通りです。 

 

労災保険 ＞ 雇用保険 ＞ 社会保険（+介護保険） 

 

 フルタイムで働く社員は、基本的には介護保険を除く全ての保険に加入が必須だと考
えておいて問題ないでしょう。 
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被保険者資格取得届など、入社時に必要な書類 

 保険に加入することになったら、「被保険者資格取得届」という書類を作成し、提出
する必要があります。また税金などの手続きでも、届け出が必要な書類があります。 

従業員が入社した際に必要な手続きは、次の通りです。 

 

種類 必要な書類 

雇用保険 雇用保険被保険者資格取得届 

社会保険 健康保険・厚生年金保険保険被保険者資格取得届 

被扶養者の異動届（子どもや配偶者などの被扶養者がいる場合） 

国民年金第 3号被保険者資格取得届（配偶者が被扶養者の場合） 

住民税 住民税の異動届（特別徴収をする場合） 
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4. 給与明細の見方を知れば、給与計算がわかる 

給与明細の見方 

 給与に関するルールを決めたら、具体的な給与計算に入ります。 

 給与計算を理解するためには、給与明細を眺めてみるのが一番わかりやすいでしょう。 
 

 給与明細は、次のような項目で構成されています。 

 

※クラウド給与計算ソフト freeeで作成 

 

1.支給額 いわゆる「額面」の金額です。基本給に残業代や手当などを足した金額です。 

2.控除額 支給額から控除する（差し引く）金額のことです。保険や税金があります。 

3.差引 
支給額 

いわゆる「手取り」のことで、実際に従業員に振り込まれる金額です。支給
額から控除した額がこの金額となります。 

https://p.secure.freee.co.jp/users/new
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 さらに詳しくみていくと、次の通りです。 

 

支給項目 

 支給項目には、基本給や残業代、通勤費などの手当があります。 

基本給と残業代 

 給与明細には、金額に加えて勤務時間などの勤怠情報も記載されています。 

手当 

 住宅手当や通勤手当、役職手当などそれぞれの会社によって定められた手当です。 

 この時重要なのは、 

 

• 課税の対象となる手当か？ 

• 雇用保険料の対象となる手当か？ 

 

の 2点です。 

 

控除項目 

 控除項目には社会保険、雇用保険などの保険のほか、所得税や住民税金、その他会社
独自の控除などがあります。 

社会保険 

 健康保険と厚生年金保険（いわゆる「年金」）、介護保険を合わせて社会保険と呼び
ます。 

 社会保険は、会社と従業員で半分ずつ負担することになっています。 

 具体的な計算方法については社会保険の項目をお読みください。 

雇用保険 

 雇用保険は、会社と従業員が一定の割合づつ負担することになっています。具体的な
計算方法については雇用保険の項目をお読みください。 
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 なお、雇用保険に関連して、労災保険という保険もありますが、これは会社が全額納 
るもので、給料には直接関係せず、給与明細にも登場しません。 

所得税 

 所得税とは、従業員が国に納める税金のことです。 

 これを会社が代わりに給料から差し引き、徴収することを「源泉徴収」と呼び、源泉
徴収の総まとめのことを「年末調整」と呼びます。 

 詳しくは所得税の項目をお読みください。 

住民税 

 所得税とは、従業員が市区町村の役所に納める税金です。 

 所得税が従業員の毎月の給料によって決まるのに対し、住民税は従業員の前年の給料
によって決まるのが大きな特徴です。 

 会社が住民税を給料から差し引き、従業員の代わりに支払い手続きを行うことを「住
民税の特別徴収」と呼びます。 

 くわしくは住民税の項目をお読みください。 

その他会社独自の控除 

 「積立金」「組合費」「財形貯蓄」といった、その会社独自の控除が定められている
場合があります。 

 手当と同じく、 

• 所得税の計算に関係する控除か？ 

 という点を確認する必要があります。 
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まとめ 

以上を一つの式にすると、こうなります。 

 

 

 

 なお、給与明細の作成は、会社の義務として法律で定められています。 

 給料と合わせて、必ず従業員に発行するようにしましょう。  
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5. 残業代の計算は、◯倍で考えよう 

残業代の計算 

 残業代の計算の基本は、普段の給料に何倍割増して支払うか、ということです。 

 具体的には、時給（月給や日給の場合、時給に換算した金額）を 1と考え、割増率と
呼ばれる数字を定めます。 

 例えば「残業代の割増率が 0.25」という場合、普段の時給が 1,000円だとしたら、そ
の 1.25倍の 1,250円を残業代として支払う必要があります。 

 

残業の種類 

一口に「残業」といっても、実はいろいろと種類があります。 

 最低割増率 対象となる時間帯 

時間外労働 1.25倍 1日 8時間、週 40時間を超える労働 

深夜労働 1.25倍 22時～朝 5時までの労働 

時間外かつ深夜労働 1.50倍 1日 8時間、週 40時間を超え 
かつ 22時～朝 5時の労働 

休日労働 なし 会社で定めた休日（所定休日） 

休日深夜労働 1.25倍 会社で定めた休日における深夜労働時間 

法定休日労働 1.35倍 法定休日（週 1日または 4週 4日）の労働 

法定休日かつ深夜 1.6倍 法定休日における深夜労働 

 

 「時間外労働」というのが一般的に残業代と呼ばれるもので、これは最低でも割増率
を 0.25（=基本給の 1.25倍）支払わなければいけないとされています。一方で、22時を
超えるような労働は「深夜労働」と呼ばれ、最低割増率は同じく 0.25となっています。 
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 ここで注意が必要なのは、残業代の計算は「倍数の足し算」だということです。例え
ば深夜労働を行っていて、かつそれが時間外労働にも当たる場合、割増率は
0.25+0.25=0.5となります。上の表で「時間外かつ深夜労働」が 1.5倍となっているのは
その為です。 

 

 また休日にも会社で定めた休日（所定休日）と、法律で定められた休日（法定休日）
があり、それぞれ割増率が異なります。 

 これらの割増率や休日に関するルールは、あらかじめ就業規則や給与規定で定めてお
きましょう。 

 

残業代は何分単位？ 

 またよくある疑問として、残業代は何分単位で計算すべきか？というものがあります。 
結論としては、従業員は会社に 1分単位から残業代を請求することが法律で認められて
います。会社が 15分単位や 30分単位で切り捨てることを強制するのは、違法行為とな
ります。 

 

 ただし事務処理上煩雑な処理を避けるために、1ヶ月単位ならば、残業代を「30分未
満を切り捨て、30分以上を切り上げ」て計算することが認められています。 
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6. 労働保険は、年度更新が重要 

雇用保険と労災保険 

 雇用保険とは失業に備えた保険で、窓口はハローワークです。雇用保険は「失業保険」
とも呼ばれますが、失業手当の他にも、教育訓練給付金などのいくつかの手当にも関係
してきます。（詳しくはこちら） 

 従業員の入社手続きの項目で説明したように、雇用保険は社員であろうとアルバイト
であろうと、一定の条件に当てはまれば必ず加入する必要があります。 

 また雇用保険料は、会社と従業員がそれぞれの割合に応じて負担します。 

 

 雇用保険に関連して、労災保険という保険もあります。これは仕事が原因で怪我をし
たり、病気になったりしたときのための保険です。 

 労災保険については会社が全額負担することになるので、従業員の給与には直接は関
係ありません。 

 労災保険の窓口は、労働局や労働基準監督署です。 

 

 窓口 従業員の負担 会社による納付 

雇用保険 ハローワーク 毎月給料から控除 毎年 6月の年度更新 

労災保険 労働基準監督署 なし 毎年 6月の年度更新 

 

 これら雇用保険と労災保険を合わせて「労働保険」と呼びます。 

 労働保険は年に一度、「年度更新」の時期に計算し、まとめて払います。つまり、ま
とめて支払った額を、月単位で従業員の給料から徴収していくということになります。  

 

 

 

 

https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_summary.html
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毎月の雇用保険料の計算 

 毎月の雇用保険料の計算式はシンプルで、賃金額に料率をかけるだけです。 

 

従業員の雇用保険料 = 賃金 × 0.5% 

 

 ※一般事業の会社の場合（2015年 3月時点） 

 

 ただ、次の 2点に注意が必要です。 

賃金に何を含めるか？ 

 賃金額には、基本給のほか、残業手当や住宅手当、通勤手当も含みます。 

 所得税の計算では含まなかった通勤手当も、雇用保険料では含むところに注意が必要
です。 

保険料率の改定 

 雇用保険の保険料率は、次の事業の種類によって 3つに分かれます。 

 

• 一般の事業 

• 農林水産/清酒製造の事業 

• 建設の事業 

 

 これらの雇用保険料率は年度によって改定されることがあります。 

詳しい料率については厚生労働省のサイトをご覧ください。 

 

労働保険の年度更新 

 雇用保険および労災保険は、年に 1度必要な金額を概算し、前払いします。これを「労
働保険の年度更新」と呼びます。 

 

 労働保険の年度更新では、「6月」「4月～3月」という 2つの期間が重要になってき
ます。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/
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 まず、年度更新の計算を行うのは 6月です。6月になったら、1年間に必要な労働保険
料の計算をし、前払いを行うのです。次に、この「1年間」は 4月から 3月の 1年間の
ことを指しています。 

 

 具体例として、2015年 9月に設立された事業所は次のような流れになります。 

2015年 9月：会社設立時点 

 その時点での従業員数をもとに、2016年 3月までの全従業員分の労働保険料（雇用保
険料+労災保険料）を概算し、前払いします。 

2016年 6月：最初の年度更新 

• 会社設立時に概算し、前払いした労働保険料に、過不足金がなかったかを清算し
ます。清算した額は、今回の前払い金額に反映します。 

• その時点での従業員数をもとに、2016年 4月から 2017年 3月までの 1年間に必
要となる労働保険料を概算し、前払いします。（納付は基本的に一括でおこない
ますが、分割払いが認められる場合もあります。） 

2017年 6月：2度目の年度更新 

• 2016年 6月に概算し、前払いした労働保険料に、過不足金がなかったか清算しま
す。 

• 2017年 4月から 2018年 3月までの 1年間に必要となる労働保険料を概算し、前
払いします。 

 

 以上のように年に一度、1年分の前払いと前年分の清算を行うのが、労働保険の年度更
新手続きです。  
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7. 社会保険の計算と定時改定 

社会保険とは 

 健康保険と厚生年金保険、介護保険の 3つを合わせて「社会保険」と呼びます。 

 

• 健康保険：保険証や医療費に関する保険。「協会けんぽ」「関東 IT健康保険組合」
「共済組合」など、様々な組合が存在する 

• 厚生年金保険：年金に関する保険 

• 介護保険：健康保険に付随する保険 

 
※なお、これらの社会保険は損害保険や生命保険といった民間の保険とは別のものなので、
切り離して考える必要があります。 

 

 健康保険や年金に加入することは国民の義務とされ、社会保険という形で会社で加入
することで、その半分を会社が負担してくれます。 

 

健康保険と厚生年金保険の計算 

 社会保険料の計算は、少しやり方が特殊です。 

 

社会保険料 = 標準報酬月額 × 保険料率 

 

 例えば雇用保険料の計算では、賃金に対してシンプルに料率をかければよかったので
すが、社会保険の場合は、上の式のように「標準報酬月額」という考え方が登場します。 

標準報酬月額とは 

 標準報酬月額とは「賃金のだいたいの金額」です。賃金額を 47つのランク（これを「等
級」と呼びます）にわけ、分類したものです。 
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例えば、標準報酬月額においては、月の賃金が 35万円の場合も 36万 5千円の場合も、
同様に 36万円として保険料が計算されます。よって、保険料も同額となります。（注：
東京都の協会けんぽ所属のケース）
このように、社会保険料を計算するには、賃金を標準報酬月額に換算する必要がある

のです。

標準報酬月額は入社時の手続きにおいて決定されるほか、従業員の給料の変化に応じ
て定期的に変更されます。

保険料率の改定
健康保険や介護保険の保険料率は定期的に改定されます。

　厚生年金保険の保険料率は平成29年9月をもって引き上げが終了し、18.3%で固定と
なりました。

標準報酬月額の定時改定と随時改定 

社会保険の計算に使う「標準報酬月額」について、決定するタイミングが 3つありま
す。

入社時
従業員が社会保険の加入者となる場合、入社手続きにおいて「被保険者資格取得届」

を各組合や年金事務所に提出します。
この時、従業員の賃金を記入する項目がありますが、最初の標準報酬月額はそれに基

づいて決定し、後ほど会社に通知されます。

定時改定
標準報酬月額を年に 1度見直しましょう、という手続きを定時改定と呼びます。
定時改定は毎年 7月に行われ、「算定基礎届」という書類を作成・提出する必要があ

ります。（よって定時改定は「算定基礎」とも呼ばれます。）

算定基礎届には、全従業員についてその年の 4～6月に支払った賃金を記入します。年
金事務所や健康保険組合はその賃金額をもとに、新たな標準報酬月額を会社に知らせて
きます。
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 ちなみに先ほど述べたように、賃金には残業代も含むので、4月～6月に残業を多くす
る と、年間の保険料が高くなってしまう可能性があるのです。 

随時改定 

 このように、標準報酬月額の正確な金額は入社時と毎年の定時改定において計算され
るのですが、この他に、賃金に大きな変動があったときのための「随時改定」という制
度もあります。 

 具体的には下記の条件に当てはまれば、改定の手続きが必要になります。以下、日本
年金機構サイトからの抜粋です。 

 

1. 昇給又は降給等により固定的賃金に変動があった。 

2. 変動月からの 3か月間に支給された報酬（残業手当等の非固定的賃金を含む）の
平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に 2等級以上
の差が生じた。 

3. 3か月とも支払基礎日数が 17日以上である。 

  

 ここで注意が必要なのは、1において「固定的賃金」と書かれていることです。残業代
は固定的賃金ではないので、たとえ 3ヶ月間残業代が大幅に上がっていたとしても、保
険料は変わらないことになります。 

 

  

http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1975
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1975
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8. 所得税の計算と源泉徴収の仕組み 

所得税の源泉徴収とは 

 従業員の所得にかかる税金を、所得税と呼びます。 

 所得税は本来従業員が税務署に払うものですが、会社が給料から差し引く形で徴収を
代わりに行います。これを「源泉徴収」と呼びます。（「源泉徴収票」の源泉徴収です。） 

 

 所得税は毎月従業員から源泉徴収し、翌月 10日までに納付することになります。ただ
毎月の納付ではざっくりとした金額を支払っているだけなので、12月にその帳尻合わせ
を行います。これが、年末調整です。（詳しくは年末調整の項目をお読みください。） 

 

 また所得税の源泉徴収は社内の従業員だけではなく、弁護士や税理士への「報酬」に
対しても行われます。 

 

所得税の計算方法 

 所得税は、課税所得に税率をかけることで求められます。 

 

所得税 = 課税所得 × 税率 

 

課税所得とは 

 ここでの「課税所得」とは、次のように計算されます。 

 

課税所得 =  

総支給額（基本給・残業代・手当）ー 非課税の手当 ー 社会保険料・労働保険料 

 

 課税所得は社会保険料や労働保険料を差し引いた後の金額であることに注意が必要で
す。 

 なお、非課税の手当として代表的なものが、通勤手当です。通勤手当には所得税が発
生しないのです。 
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所得税の税率とは
 所得税は累進課税制度がとられているため、課税所得の額によってその率が変わりま
す。
 その一覧は、国税庁のサイトから見ることができます。
 また、扶養親族の数や、他の所得があるか（ある場合「乙欄」という区分になるこ
とがあります）どうかなども、税率に影響します。
 なお子どもであっても、16歳未満の場合は扶養の対象外となるので注意が必要です。

納付と所得税徴収高計算書

 所得税の納付は、源泉徴収を行った翌月の 10日までに行います。（10日が土日祝の
場合はその翌営業日）
 納付においては、「所得税徴収高計算書（納付書）」を一緒に税務署に提出する必要
があります。所得税徴収高計算書には、その月の従業員全員の所得額と徴収額の合計に
加え、弁護士や税理士などへの「報酬」額とそこからの徴収額も記入します。

 なお、従業員 10人未満の事業所は「納期の特例」という制度に申請ができます。申
請が受理されると、本来毎月おこなう所得税の納付を、年に２回にまとめられます。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/01.pdf
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9. 住民税は計算が不要？ 

住民税とは 

 住民税とは、従業員が市区町村に支払う税金のことです。 

 所得税と同様、本来は従業員が自分で手続きして支払うものを、会社が給料から差し
引くことで代わりに徴収します。これを住民税の「特別徴収」と呼びます。（反対に、
従業員が自分で支払い手続きを行うことを住民税の「普通徴収」と呼びます。） 

 

 住民税と所得税の異なる点として、住民税は前年の所得をベースに計算される、とい
うことがあげられます。 

 よって、前年に所得がない場合は、通常住民税が発生しません。新卒 2年目から税金
が増える、などと言われるのはこのためです。 

 住民税は所得税や保険料の計算に影響を与えないため、給与明細においても最後の項
目として記載されることが多いようです。 

 

住民税の計算と納付 

 まず、基本的に住民税の金額を自分で計算する必要はありません。これは、市区町村
が各従業員の毎月の納付額を計算し、納付書という形で会社に郵送してくれるからです。 
 

その代わりに、会社に必要な作業は次の通りです。 

毎月の納付額を正確に把握し、給与計算に反映させる 

 納付書は従業員が住んでいる各市区町村の役所から、6月～5月の 12ヶ月分が毎年 5

月にまとめて届きます。 

 住民税の金額は最初の月だけ異なっていたり、新しい従業員が入ると納付書が更新さ
れる場合もあります。会社は、「今月はどの市区町村にいくら納付する必要があるか」
を 1年を通じて正確に把握しておく必要があります。 
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年末調整において、1年間の所得額を各市区町村に知らせる 

 住民税の計算は市区町村が行ってくれますが、その計算の土台となる 1年間の所得は
会社が計算して市区町村に知らせます。具体的には「給与支払報告書」の作成が必要に
なります。 

 

給与支払報告書の作成 

 年末調整では 1年間の所得税の金額を再計算し、「源泉徴収票」として税務署に提出
しますが、その時、同様に各市区町村にも「給与支払報告書」を提出する必要がありま
す。 

 給与支払報告書の構成は源泉徴収票とほぼ同じで、従業員ごとに 1年間の所得や源泉
徴収額が記入されています。 

 全従業員の給与支払報告書を作成したら、各市区町村ごとの合計を「総括表」に記入
し、各市区町村の役所まで提出しましょう。 

 詳しくは源泉徴収票の項目もご覧ください。 
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10. 年末調整とは？その流れと必要な作業 

年末調整とは 

 年末調整とは、かんたんに言うと「1年間の所得税の帳尻合わせ」です。 

 所得税は毎月従業員から源泉徴収を行っていますが、あくまでもそれはざっくりした
計算です。年末調整では「本来徴収すべき金額」を再計算し、それを「これまで実際に
徴収した合計額」と比較します。 

 

 このように本来徴収すべき額とこれまで徴収した額の間にズレが生じるのは、次のよ
うな理由からです。 

 

• 毎月の所得税計算は、ざっくりと計算式にあてはめているだけだから 

• 年末調整で初めて適用される計算があるから 

• その他、家族構成等の変化 

 

年末調整の流れ 

 年末調整の作業を行うのは、だいたい 11月～1月下旬です。具体的には、次のような
流れになります。 

11月上旬 

 転職者がいる場合は、前職の源泉徴収票を回収する必要があります。 

源泉徴収票はすぐには発行できない場合も多いので、早めに呼びかけましょう。 

11月下旬～12月 

 従業員全員に、「扶養控除等申告書」などの申告書の記入をおこなってもらいます。
申告書は、結婚しているか、生命保険や地震保険に入っているか、住宅ローンに加入し
ているか、等によって必要となる書類の数が異なります。 

 全ての申告書を回収し、記入が正しいかを確認して、はじめて年末調整の計算を開始
できます。 
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12月 

 集まった申告書をもとに、年末調整の計算をします。ここでは下記のような、年末調
整で初めて登場する所得控除が発生します。 

 

• 給与所得控除 

• 基礎控除 

• 配偶者控除 

• 配偶者特別控除 

• 生命保険料控除 

• 地震保険料控除 

• 住宅借入金特別控除 

• 勤労学生控除 

 

 これらの控除を全て計算し、本来払うべき源泉徴収税額を再計算します。 

 そして実際に徴収した源泉徴収税額と比較。還付金が出た場合（= 実際には余分に支
払っていた場合）は、それを 12月に払う給料にプラスして従業員に還付します。 

1月末まで 

 年末調整の計算が終わったら、本来払うべきだった所得税の金額を源泉徴収票や給与
支払い報告書といった提出書類に記入します。 

 これらの書類は、1月末までに税務署や市区町村に提出する必要があります。 

 

 以上が年末調整の流れとなります。 
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詳しくは年末調整ガイドで 

freeeでは、より詳細な年末調整の業務を開設した「年末調整ガイド」をご用意しており
ます。 

年末調整ガイドでは、 

• 各種申告書の記入方法 

• 年末調整の計算方法 

• 各種提出書類の作成方法 

等をご案内していますので、ご希望の方はこちらからお申し込みください。 

 

  

http://www.freee.co.jp/ebook/nenmatsu


 

Copyright 2015 © freee K.K 31 

11. 源泉徴収票の構成を理解しよう 

源泉徴収票とは 

 源泉徴収票とは、「1年間いくら給料を支払って、いくら税金を徴収したか」が記載さ
れた小さな紙のことです。 

 源泉徴収票は従業員ごとに作成されますが、タイミングは主に次の 2パターンです。 

1.従業員の退職時 

 従業員が退職した時に、1月 1日～退職時点までの給与に基づいた源泉徴収票を発行す
る義務があります。 

 これはその従業員自身の確定申告や、次の職場での年末調整に使われることになりま
す。 

2.年末調整の計算後 

 年末調整の計算が終わると、源泉徴収票を発行する義務があります。 

 従業員と税務署にそれぞれ 1部ずつ、市区町村に 2部提出されるので、会社は従業員 1

人につき合計 4枚作成する必要があります。 

 

• 従業員：1部 

• 税務署：1部 

• 市区町村：2部 

 次からは、2のケースで発行される源泉徴収票について説明していきます。 
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源泉徴収票の見方 

 

1. 支払金額 

 支払金額は、手当などを含んだ額面の給料のことです。1年分が記載されているので、
年収とだいたい等しくなります。 

 

ここで注意が必要なのが、次の 2点です。 

• 通勤費などの非課税の手当ては含まれていない 

• その年に他の会社で働いていた場合、前職の給料も含まれている 

  

 転職者から前職の源泉徴収票を回収する必要がある（＝退職者には源泉徴収票を発行
する必要がある）のは、前職の支払金額や徴収額の情報が必要になる為なのです。  

2. 給与所得控除後の金額 

 年末調整では「給与所得控除」という控除があります。 



 

Copyright 2015 © freee K.K 33 

 これは「会社だけでなく従業員にも必要経費がある」との考えのもと、一定額を経費
として年収から差し引くことで、払うべき税金を安くしてくれるという制度です。給与
所得控除はそれぞれの年収に応じて率が変わります。 

 源泉徴収票には、支払い金額から給与所得控除額を引いた後の金額が記載されていま
す。  

3. 所得控除の額の合計額 

 上でみた「給与所得控除」以外の控除の合計額が、ここに記載されています。この合
計額には大きく分けて、次の 2つが含まれています。  

 

これまで毎月の給与計算で控除してきた金額 

 

 毎月給料から天引きされてきた、社会保険料や雇用保険料などの年間合計額です。前
職分があればそれも含まれています。  

 

年末調整で初めて控除される金額 

 

 配偶者控除や基礎控除など、年末調整で初めて登場する控除です。 

 源泉徴収票の下の方には、その内訳が色々と記載されています。 

 

4. 源泉徴収税額 

 1年間で徴収した所得税の合計額が記載されています。 

 「2. 給与所得控除後の金額」から「3. 所得控除の額の合計額」を差し引くと、課税対
象となる金額が算出されます。 

 この金額に税率をかけたものが、この「4. 源泉徴収税額」となるのです。 
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 以上をまとめると、こうなります。 

 

 

  

 なお、先に述べた「退職時に発行される源泉徴収票」の場合、年末調整がまだ行われ
ていないので、2や 3は空欄のままになっています。 

 

源泉徴収票と給与支払報告書の違い 

 源泉徴収票のうち、市区町村に提出する 2枚のことを「給与支払報告書」と呼びます。 

源泉徴収票とフォーマットはほぼ同じですが、「普通徴収か特別徴収か」を選ぶ項目が
ある点が微妙に異なります。住民税は、この給与支払報告書に基づいて計算されること
になります。 
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12. マイナンバーにはどんな対応が必要？ 

マイナンバー制度とは 

 マイナンバー制度とは、2016年 1月から始まる新しい制度のことです。 

すべての国民に個別の番号を割り当てることで、行政の効率化を行うという制度です。 

 

 政府の発表によると、マイナンバーが活用できるのは以下の 3つの分野です。逆にこ
れ以外の分野においては、セキュリティ上の観点から、利用が厳しく制限されることに
なります。  

1.年金や医療などの社会保障 

 例えば、社会保険や雇用保険の資格取得届など、従業員の入社手続きでの活用が想定
されています。 

 これまでは年金事務所やハローワークなどそれぞれの窓口に別々の番号が割り当てら
れていましたが、それらが統一されると予想されています。 

2.税金 

 例えば、源泉徴収票や給与支払報告書への記載が想定されています。 

 市区町村ごとに分かれていた事業所番号も、統一されると予想されています。また、
個人事業主などの確定申告でも活用される見込みです。  

3.災害対策 

 被災者台帳の作成事務などへの活用が想定されています。 

 

法人番号制度とは 

 企業版のマイナンバー制度である「法人番号」制度も、個人向けマイナンバー制度と
同時に開始されます。 

 

 全ての法人にそれぞれ固有の番号が割り当てられることになりますが、マイナンバー
と異なるのは「様々な分野に幅広く活用出来る」ということです。利用用途が厳しく制
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限されるマイナンバーとは違って、行政手続きに限らず民間利用や公開することも可能
になるとされています。 

 例えば、ホームページや名刺に法人番号を記載してビジネスに活用する、というよう
な動きも今後出てくるかもしれません。 

 

求められる対応 

 マイナンバー・法人番号制度自体は 2016年 1月から開始されますが、番号の通知は
2015年 10月から始まります。各企業はそれに備え、下記のような準備を行っておくこ
とが重要です。  

新しい情報をチェックする 

 マイナンバー制度の運用についてはまだ公開されていない部分もあり、今後も新たな
情報が出てくると予想されます。 

セキュリティ体制を整える 

 マイナンバーは個人情報よりもさらにプライベートな「特定個人情報」として、厳重
な管理が求められます。 

会社は全従業員のマイナンバーを預かることになるので、その運用体制を整えておくこ
とが会社の義務となります。  

マイナンバー対応予定の給与計算ソフト・会計ソフトを利用する 

 給与計算ソフトや会計ソフトでは、マイナンバーが記載される書類を扱います。つま
りマイナンバーに対応していないソフトは、もはや今後十分に使用することができませ
ん。 

セキュリティ機能の高さも踏まえた上で、確実にマイナンバー制度に対応予定のソフト
を選びましょう。  
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 いかがでしたでしょうか。給与計算の仕組みを正確に理解することは、労務リスク
や税務リスクを減らすことだけではなく、会社のお金の流れの理解にもつながるとい

うことがお分かりいただけたかと思います。 
 さて、これらの仕組みを理解したら、具体的な細かい作業は給与計算ソフトに任せ

てしまいましょう。貴重な時間という資源を雑務に費やすのではなく、本当に大切な

仕事に使うことが会社経営のポイントだからです。 

 

 

クラウド給与計算ソフト freee 

 クラウド型の給与計算ソフト freee なら、毎月の給与明細の発行はも
ちろん、年末調整や勤怠管理にも対応。 
 freee が面倒な給与計算業務をカンタンにします。 

こちらから今すぐ無料お試しいただけます。 
 

クラウド会計ソフト freee 

 月額 1,980 円で、日々の経理から決算書の作成まで行えます。 
 また、請求書の発行や売掛金の管理も行えるので、バックオフィス業
務全体を楽にして、本業に集中する環境を作ることができます。 

こちらから今すぐ無料お試しいただけます。 
 

 
 
 
 
 

 

  

http://www.freee.co.jp/payroll?referral=ebook&utm_source=ebook&utm_medium=null&utm_campaign=null
http://www.freee.co.jp/payroll?referral=ebook&utm_source=ebook&utm_medium=null&utm_campaign=null
http://www.freee.co.jp/houjin?referral=ebook&utm_source=ebook&utm_medium=null&utm_campaign=null
http://www.freee.co.jp/houjin?referral=ebook&utm_source=ebook&utm_medium=null&utm_campaign=null
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スモールビジネスに携わるすべての人が、 

創造的な活動にフォーカスできるよう 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

※当ガイドは信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するも

のではありません。ご了承ください。 




