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はじめに 
 
 みなさんは「年末調整」という言葉、聞いたことありますか？ 
経理や人事にとっては大変な手続ですが、従業員側からすると少
し税金が還付されてラッキー、という印象が多いのではないでし
ょうか。 
 
「年末調整」とは給与計算の一大イベントで、毎月行っている給
与計算はこの作業のために行われているといっても過言ではあり
ません。 
 
今回はその年末調整という給与計算の一大イベントのために、「給
与計算の知識がなくても出来る」という観点から、実際の給与計
算ソフト freee を使って比較的カンタンな事例を元にご紹介して
まいります。 
 
このガイドで是非、年末調整をスムーズに乗り越えていただき、
本業にフォーカスできる環境が整備出来れば幸いです。 
 
なお本ガイドは小規模かつ複雑な給与計算項目がない事業所を対
象としています。それ以外の方は別途処理が必要になりますので、
最寄りの税務署や税理士様・社労士様にお尋ね下さい。 
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1. 年末調整とは 
 
◯毎月の給与計算では何をしているの？ 
年末調整という言葉だけ知っているけど、いまいち制度自体はよ
く分かっていないなぁ、という方は実は多くいらっしゃいます。 
 
年末調整とは一言でいうと、「従業員から 1 年間で預かった税金と、
実際の 1 年間の税金との差額を調整する作業」のことを言います。 
 
ここで毎月の給与計算をイメージしてみましょう。 
従業員の方の給料から、毎月税金を天引きしていると思います。
あの天引きは実は「会社が従業員の税金を預かっている」という
意味になります。 
 
  
   従業員 A さん         
 
 

 
 
 
 

従業員 B さん 

会社 

天引き 

天引き 

毎月の給与計算 
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◯年末調整と毎月の給与計算の関係は？ 
では年末調整の作業と、毎月の給与計算との関係はどうなってい
るのでしょうか。 
毎月の給与計算で従業員から税金を天引きしている、とご紹介 
しましたが、実はあの金額は概算（見積もり）なんです。 
 
実際の確定した金額は 12 月末日になって初めて分かるため、その
12 月のタイミングで金額を確定させる、という作業が必要になっ
てきます。その作業を「年末調整」と呼んでいるんですね。 
 
つまり、毎月の税金の天引きは「見積もり」であるため、年末調
整で税金を「確定」させて、差額を調整するという仕組みになっ
ています。 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

  
 

従業員 B さん 

従業員 A さん 

会社 

税金を確定 

税金を確定 差額を調整 

年末調整 
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◯税金が還付されるってどういうこと？ 
既に年末調整をご経験の方は分かるかと思いますが、年末調整が
終わると税金が還付されて 12 月の給与がちょっと多くて嬉し
い！なんてことありませんでしたか？ 
あれは、年末調整の差額調整の結果、払い過ぎた税金が還付され
たということなんですね。 
逆にいうと年末調整の差額調整の結果、会社に預けた税金が足り
ない場合は追加で徴収されるということになります。 
 
では、下記の従業員 A さんの例で考えてみましょう。 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

例：従業員 A さんは毎月、給与から税金 1 万円を天引きされて
います。12 月に年末調整をした結果、A さんの税金は 11 万円
で確定しました。 

従業員 A さん 

会社に預けた税金＝12 万円(1 万円×12 ヶ月) 
年末調整後の確定した税金＝11 万円 
A さんに還付された税金=1 万円（12 万円-11 万円） 

1 万円もらえた！ 
ラッキー 
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2. 年末調整のスケジュールと対象者 
 
◯1 年間のスケジュールまとめ 
年末調整作業は 1 年間のスケジュールを事前に把握しておくこと
がとても重要です。 
 
全社員の年末調整が終わらなければ年末調整を完結させることが
出来ないため、一部の項目が終わらなかったせいで、全体のスケ
ジュールに悪影響がでてしまい締め切りに間に合わない、、みたい
なこともよく聞く話です。 
 
事前にスケジュールを把握して、計画的に年末調整を乗り越えて
いきましょう。 
 
以下は、給与計算ソフト freee で行う年末調整スケジュールとなり
ます。 
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日付 内容 
随時 従業員を給与計算 freee へ招待しておきます。 
毎月 毎月の給与計算を行います。 
11 月初旬~中旬 年末調整の設定を行っておきます。 
11 月初旬~中旬 年末調整対象の従業員へ入力依頼メールの送信、及び従業員

から必要書類の収集を開始します。 
11 月末日まで 従業員の給与計算 freee への入力及び書類収集の締切としま

す。 
12 月中 従業員が入力した情報、提出してもらった書類を確認します。

また追加で入力が必要な項目等を入力・確認し、年末調整を
確定させます。 

12 月中 12 月の給与明細を確定させます。 
1 月 10 まで 従業員の源泉徴収税の納付期限となります。年末調整で発生

した差額分は 1 月 10 日の所得税徴収高計算書で調整されま
す。 

1 月末まで 年末調整で必要な書類の印刷及び準備をします。 
1 月末まで 「法定調書合計表」「源泉徴収表」を税務署へ提出します。 
1 月末まで 「給与支払報告書」を市区町村へ提出します。 
随時 「源泉徴収表」を従業員へ提出します。 
 
 
※上記は全て給与計算 freee で行う年末調整を対象としておりま
す。 
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◯年末調整の対象者 
年末調整には対象となる人と対象にならない人がいるのはご存知
でしょうか？ 
 
結論からいうと、従業員のほとんどが対象になりますが、下記の
ように一部対象とならない人がいます。 
 
■年末調整の対象となる人 
・�1 年間勤務している人 
・�年の途中で入社して、年末までに勤務している人 
 
■�年末調整の対象とならない人 
・�年の途中で退職して、年末までに在籍していない人 
・�給与所得が 2,000 万円を超えている人   他 
 
年末調整の対象者については下記に詳細が記載されているため、
こちらもご確認下さい。 
 
【参考】年末調整の対象となる人（国税庁のページ） 
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm 
 
  



Copyright 2015                                                       9

3. 必要書類を確認 
 
年末調整には下記の書類が必要となります。 
なお給与計算 freee で用意出来る書類と従業員自身に用意しても
らう書類がありますので、事前にご確認下さい。 
 
 
書類名称 入手方法 誰が用意する 
扶養控除等申告書 給与計算 freee 給与担当者 
保険料控除申告書 給与計算 freee 給与担当者 
給与支払報告書 給与計算 freee 給与担当者 
法定調書合計表 給与計算 freee 給与担当者 
源泉徴収票 給与計算 freee 給与担当者 
所得税徴収高計算表 給与計算 freee 給与担当者 
生命保険料控除証明書 生命保険会社より 従業員 
地震保険料控除証明書 地震保険会社より 従業員 
国民年金控除証明書 国民年金基金より 従業員 
小規模企業共済掛金等
の証明書 

地方公共団体等より 従業員 

住宅ローン控除関係書
類 

税務署や金融機関より 従業員 

 
※赤字の書類は該当者のみ必要となります。 
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4. 給与担当者がやること 
 
◯作業ボリュームの確認 
前述のスケジュールの通り、給与担当者は 11 月～1 月にかけて、
とても忙しくなります。 
まずは、全体の作業ボリュームを確認しておきましょう。 
 
【11 月までにやっておきたいこと】 
� 従業員招待を実施しておく 
� 全従業員の毎月の給与を確定させておく 
� 年末調整の設定を実施しておく 
� 年末調整対象の従業員へ入力依頼及び必要書類の収集のアナウ

ンスを開始する 
� 入力及び書類の回収を締め切る 
 
【年内までにやっておきたいこと】 
� 従業員が入力した情報、提出された書類を確認する 
� 追加で入力が必要な項目があれば入力する 
� 年末調整を確定する 
	 12 月支払の給与明細を確定する 
 
【年始に実施すること】 

 源泉徴収税を納付する 
⑪ 市区町村と税務署に必要書類を提出する 
⑫ 従業員へ源泉徴収票を配布する 
⑬ 扶養控除等申告書と保険料控除申告書を従業員から回収する 
 
こうやって一覧にしてみると、けっこうやることが盛りだくさん
ですね。給与計算 freee を使えばかなりの部分が効率化出来ますの
で、是非一緒に給与計算の一大イベントを乗り越えていきましょ
う！ 
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①従業員招待を実施しておく（作業目安：随時） 
 
給与計算 freee の従業員招待機能で、該当の従業員は全てリストに
追加して基本情報を入力しておいてもらいましょう。 
 
年末調整はこの従業員を元に計算しますので、もれている従業員
がないかを確認しておきます。 
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②全従業員の毎月の給与を確定させておく 
（作業目安：11 月末まで） 
 
11 月支払分までの給与明細は全て確定させておきます。 
12 月支払分は年末調整の結果、差額が発生しますのでまだ確定さ
せないでおきます（もし 1 月支払分の給与明細に差額を反映させ
る場合は、12 月支払分の給与明細も確定しておきます）。 
 
 
年末調整はこの確定した年末調整の金額に基づいて作業を実施す
るため、必ず給与額は確定させておきます。 
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③年末調整の設定を実施しておく（作業目安：11 月末まで） 
 
年末調整の設定を予め実施しておきます。 
「反映する月」という欄は、前述の税金の差額を給与明細にいつ
確定させるか、という項目になります。 
 
12 月と 1 月どちらでも大丈夫ですが、設定する月で 12 月分の給
与明細を確定させる月が異なってきます。 
特に希望がない場合は 12 月が一般的となります。 
 
・�12 月を反映する月にした場合→年末調整後に明細を確定 
・�1 月を反映する月にした場合→年末調整前に明細を確定 
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④年末調整対象の従業員へ入力依頼及び必要書類の収集のアナ 
ウンスを開始する（作業目安：11 月初旬～中旬まで） 

 
年末調整対象の従業員へ年末調整に関しての情報を入力してもら
います。 
 
給与計算 freee から入力依頼メールを送付します。 

 
 
 
従業員は上記の入力依頼メールの URL から、該当の項目を入力し
ます。 
入力項目の詳細については、後述の「5. 従業員がやること」でご
紹介いたします。 
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入力依頼メールの送付と同時に必要書類の収集のアナウンスを開
始します。 
 
下記のようなメールを送付してみましょう。 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
掲題： 
【必読】年末調整についてご協力のお願い 
 
本文： 
皆様 
 
お疲れ様です。 
給与事務担当の◯◯です。 
 
掲題の件ですが、今年も年末調整の季節がやって参りました。 
皆様に下記の事項についてお願いしたいことがございます。 
 
①必要書類の回収について 
下記に該当する方は、給与事務担当の◯◯の席にありますボック
スの中に書類を投函下さい。 
 
1. 今年度の途中から入社された方 
→前職の源泉徴収票 
 
2. 生命保険料・介護医療保険・個人年金保険をお支払の方 
→保険料控除証明書 
 
3. 地震保険料をお支払の方 
→地震保険料控除証明書 
 
4. 国民年金を今年度中にお支払された方 
→社会保険料（国民年金）控除証明書 
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5. 小規模共済等掛金や確定拠出年金をお支払の方 
→地方公共団体等が発行する証明書類 
 
6. 住宅ローン控除を適用してから 2 年目以後の方 
→「給与所得者の（特定増改築等）住宅借入金特別控除申告書」
「年末調整のための住宅借入金特別控除証明書」「住宅ローンの
残高証明書」の 3 点 
 
②入力のご依頼について 
◯月◯日に、「freee@freee.co.jp」というメールアドレスから「年
末調整の依頼が届きました」というメールが皆様に届いているか
と思います。 
 
そちらに記載されている URL から、必要項目の入力をお願いいた
します。 
 
 
なおご多忙の中恐縮ですが、締切は 11月末日（◯）とさせてい
ただきます。 
こちら期限に遅れてしまった場合は、ご自身で確定申告をしてい
ただくことになります。 
 
ご協力よろしくお願いいたします。 
 
給与事務担当 
◯◯ 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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⑤入力及び書類の回収を締め切る（作業目安：11 月末まで） 
 
アナウンスした締切の日付になると、締切のアナウンスをします。 
 
給与計算 freee の従業員一覧で、全従業員のステータスが「従業員
入力済」になっていることを確認します。 

 
 
まだ実施していない従業員がいれば、追加のアナウンスをしまし
ょう。 
 
また従業員から提出された書類についても、無事収集出来ている
か確認します。 
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⑥従業員が入力した情報、提出された書類を確認する（作業目安：
12 月末まで） 

 
年末調整の画面から従業員の名称を選択すると、入力してもらっ
た内容が確認可能です。 
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入力画面についての、チェック項目としては下記が主なものです。 
 
� 入力漏れがないか（扶養控除、保険料控除、住宅ローン控除） 
� 配偶者控除の所得欄には、給与収入から 65 万円を差し引いた

金額を入力しているか 
� 配偶者控除欄で 76 万円以上の所得を記載していないか（記載

している場合は配偶者特控除を適用することが出来ません） 
 
入力画面の確認と同時に提出書類の確認も行います。 
 
� 年途中入社の従業員からは源泉徴収表を回収出来ているか 
� 保険料控除を申請する従業員から控除証明書を回収出来てい

るか 
� 国民年金を記載している従業員からは社会保険料（国民年金）

控除証明書を回収出来ているか 
� その他の保険（小規模起業共済等）を申請する従業員からは証

明書類を回収出来ているか 
� 住宅ローン控除を申請している場合は、「給与所得者の（特定

増改築等）住宅借入金特別控除申告書」「年末調整のための住
宅借入金特別控除証明書」「住宅ローンの残高証明書」の 3
点を回収出来ているか（必要事項も記載されているか） 
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⑦�追加で入力が必要な項目があれば入力する（作業目安:12 月末
まで） 

 
念の途中で入社した従業員がいる場合は、前職の情報を入力しま
す。 
また給与計算 freee へ未入力の部分があれば、そちらの金額も入力
します。 
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⑧�年末調整を確定する（作業目安:12 月末まで） 
 
全ての従業員の年末調整の作業が完了したことを確認し、「確定す
る」を選択します。 
 

 
 

 
 
そうすると、年末調整の還付や徴収といった差額分が 12 月支払の
給与明細に反映されるようになります。 
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⑨�12 月支払の給与明細を確定する（作業目安:12 月末まで） 
 
12 月支払の給与明細を確認すると、年末調整還付金額 286,240 円
が反映されていることが確認出来ます。 
これで従業員への給与額へ反映されるようになります。 
 

 

 
 
こちらで問題がなければ 12 月支払い分の給与明細を確定します。 
これで年内の作業は一区切りです！ お疲れ様でした。 
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⑩�源泉徴収税を納付する（作業目安:1 月 10 日まで） 
 
毎月 10 日に源泉徴収税を納付するために「所得税徴収高計算書」
を税務署に提出の上、税金を納付します。 
 
納期の特例を申請されている方は、半年分の源泉徴収税を納付し
ます。 
 
年末調整の結果、還付金が調整されていることが確認出来ました。
差額部分は 1 月 10 日までに支払う源泉徴収税で調整することにな
ります。 
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⑪�市区町村と税務署に必要書類を提出する（作業目安:1 月末まで） 
 
◯市区町村に提出する書類 
市区町村に提出する書類として「給与支払報告書」があります。 
給与計算 freee から印刷して市区町村に提出しましょう。 
 
 
■給与支払報告書 
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◯税務署に提出する書類 
税務署に提出する書類として「法定調書合計表」「源泉徴収票」の
2 点があります。 
 
「法定調書合計表」は税務署から郵送されてきた書類に、freee か
ら金額を転記します。 
 
なお外注先や顧問税理士等に報酬が発生している場合は、報酬の
欄に該当の金額を記載します。 
 

 
 
 
「源泉徴収票」は freee から印刷が出来るため、該当の従業員分を
印刷します。印刷された源泉徴収票は赤線のようにハサミで裁断
します 
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なお一部の従業員（例えば年間の給与等の支払金額が 500 万円を
超えない場合）については源泉徴収票の提出は税務署には不要で
す（提出の要否は freee が自動的に判別します）。 
 
書類の準備が終了したら、税務署に提出します。 
 
税務署の宛先が分からない方はこちらをご確認下さい。 
https://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 
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⑫�従業員へ源泉徴収票を交付する（作業目安:1 月末日まで） 
 
従業員へ 1 月 31 日までに、源泉徴収票を本人に交付する必用があ
ります。作業が一段落したら従業員へ源泉徴収票を交付しましょ
う。 
 
交付の方法は「従業員自身にダウンロードしてもらう方法」と「印
刷して従業員へ配布する方法」の 2 パターンがあります。 
 
源泉徴収票は給与計算 freee から、該当の従業員を選択すると、
PDF で印刷することが可能です。 
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⑬�扶養控除等申告書と保険料控除申告書を従業員から回収する 
（作業目安:1 月末日まで） 
 
「扶養控除等申告書」と「保険料控除申告書」は年末調整作業後
には毎年、回収・保管する必要があります。 
 
従業員に捺印をしてもらう必要があるため、下記のいずれかで作
業をすすめます。 
①�従業員自身に PDF 印刷をしてもらい自身で捺印後、提出しても

らう 
②�給与担当者が PDF 印刷後、従業員に交付して捺印してもらい、

再度回収する 
 
①の方法で行うと従業員自身に PDF 印刷をしてもらうため、従業
員に交付する必要がありません。 
そのため、給与計算 freee では①の方法をオススメしています。 
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■扶養控除等申告書 

 
 
■�保険料控除申告書 
 

 
 
 
全従業員分を回収することが出来れば、無事作業は終了です！ 
本当にお疲れ様でした。 
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【コラム】扶養控除等申告書と保険料控除申告書は必ず回収しな
ければいけないの？ 
 
先ほど、「扶養控除等申告書」と「保険料控除申告書」は従業員に
PDF で印刷してもらい、捺印後に回収するとご紹介しましたが、
実はこの作業はある書類を申請することで、作業を省略すること
が出来ます。 
 
少し長い名前ですが、「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項
の電磁的方法による提供の承認申請書」という書類を税務署に提
出し、受理してもらえればこの 2 点は従業員の捺印も保管の必要
もないので、最後の作業は丸ごと省略することが可能です。 
 
呪文のような長い名称の書類ですが、承諾されればより作業を効
率化することが出来ますので、是非積極的に申請してみましょう。 
 
 
【ご参考】申請書 
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/pdf2
/212.pdf 
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5. 従業員がやること 
 
従業員がやることは給与担当者の作業に比べると少なく、下記の
３点になります。 
 
①�年末調整の入力依頼が来たら必要項目に入力 
②�上記の入力項目に応じて必要書類を給与担当者に提出 
③�扶養控除等申告書と保険料控除申請書に捺印し給与担当者に提

出 
 
給与担当者と従業員が分業することでスムーズに年末調整の作業
をすすめることが出来ますので、協力して作業をすすめましょう。 
 
 
 
【コラム】配偶者や子供のパート代やアルバイト代が 103 万円を
超えると税金が高くなると聞きました。103 万円を超えるとどう
なってしまうのでしょうか？ 
 
よくパートやアルバイト代が 103 万円を超えると税金が高くなっ
てしまうと聞くと思います。 
あの話は、「配偶者控除」と「扶養控除」という制度を受けること
が出来なくなってしまうので高くなってしまうという意味になり
ます。 
 
配偶者控除と扶養控除は額面金額で 103 万円を超えてしまうと、
適用することが出来なくなってしまうので、本来であれば適用す
ることが出来た所得控除の制度を適用することが出来なくなって
しまいます。そのため、扶養している人の税金が少し高くなって
しまう、という仕組みになっているんですね。 
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①�年末調整の依頼が来たら必要項目に入力 
前述の通り、給与計算 freee から下記のようなメールが届きます。 
 

 
 
該当の URL をクリックすると、下記のような入力項目となります。 
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◯扶養控除の申告 
入力フォームは下記のように入力します。 
 
①ご本人 
給与を受ける従業員本人について記載します。選択した項目に応
じて、控除額が計算されます。 
 項目  記載内容 
住所 住民票のある住所を記載します。 

寡夫/寡婦  

給与の支払を受ける本人が寡夫または寡婦
に該当する場合は、寡夫控除（寡婦控除）
を受けます。 寡婦、特定の寡婦の要件、控
除額についてはこちらをご参照ください。 

障害者 

 給与の支払を受けるご本人様が障害者に
該当する場合は、障害者控除を受けます。
「特別障害者」に該当する場合はそちらを
選択します。障害者や特別障害者に該当す
る要件、控除額についてはこちらをご参照
ください。 

結婚している 婚姻されている場合はチェックします。 

勤労学生 

小学校から大学・高等専門学校までの生徒
であり、給与所得がある場合は、勤労学生
控除を受けます。要件や控除額については
こちらをご参照ください。 

国内に住所がある
外国人 

給与の支払対象者が外国人の場合は、年末
調整の対象になりませんのでチェックをし
ます。日本に居住している場合は、年末調
整の対象ですので、チェックをいれてはい
けません。 
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�世帯主 
� 世帯主氏名：住民票で定められている世帯主を記載ください。 
� 世帯主との続柄：年末調整対象者からみた場合の世帯主との続

柄記載ください。例えば、対象となる従業員の世帯主がその方
の父であれば、”父”を選択します。 

  
③配偶者（夫/妻） 
配偶者が配偶者控除または配偶者特別控除に該当する場合は、チ
ェックを入れて項目に記載をします。 
� 所得：年間の給与支払金額を記載します。103 万円以下の場

合は配偶者控除を適用し、103 万円超 141 万円未満の場合は
配偶者特別控除を段階的に摘要します。入力に応じて控除額が
算出されます。要件や控除額についてはこちらを参照ください。 

� 生年月日：控除対象配偶者がその年の 12 月 31 日現在、70
歳以上の場合は老人控除対象配偶者の控除額を受けます。 

� 別居：別居している場合はチェックを入れて住所を記載します。 
  
④配偶者以外の扶養親族（子供など） 
配偶者以外の扶養親族がいる場合は、その親族について記載しま
す。 
� 続柄：年末調整対象者からみた場合の世帯主との続柄記載くだ

さい。例えば、対象となる従業員の息子であれば「長男」、「次
男」などと記載します。 

� 所得：控除対象か、対象外かを判定します。給与収入が 103
万円以下の場合は控除対象となります。 

� 生年月日：控除対象か、対象外かを判定します。その年の 12
月 31 日に現在で 16 歳以上であれば対象となります。16 歳
未満でも障害者に該当する場合は控除を受けますので、記載し
ます。 

� 別居：別居している場合はチェックを入れて住所を記載します。 
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◯保険料控除の申告 
入力フォームは下記のように入力していきます。 
 
1. 生命保険 
複数の生命保険に加入している場合は、「生命保険を追加する」か
ら行を増やして記載してください。 
生命保険料控除の制度の概要や控除額についてはこちらをご参照
ください。 
 
 freee の項目  入力するもの 

 区分 生命保険会社等が発行する証明書類に基づい
て、区分を選択します。 

制度対象  

一般の生命保険料と個人年金保険料は、契約締
結日にもとづいて、旧保険料区分（旧制度）と
新保険料区分（新制度）に分かれます。契約締
結日が平成 24 年 1 月 1 日以後の場合は新保険
料区分となり、それ以前の場合は旧保険料区分
となります。 

保険会社の名
称  

保険会社の名称を記載します。名称の書き方は
略称でも結構です。また、「生命保険３社分」と
いったようにまとめていただいても構いませ
ん。 

保険料額  保険会社等が発行する証明書類に基づいて、本
年中に支払った保険料や掛け金を記載します。  
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2. 地震保険 
複数の地震保険、旧長期損害保険料に加入している場合は、「地震
保険を追加する」から行を増やして記載してください。 
地震保険料控除の制度の概要や控除額についてはこちらをご参照
ください。 
 
 freee の項目 入力するもの  

区分 
地震保険料または旧長期損害保険料の区分を
選択します。旧長期損害保険料は締結日が平成
18 年 12 月 31 日までに締結したものが該当し
ます。 

保 険 会 社 等 の
名称 

保険会社の名称を記載します。名称の書き方は
略称でも結構です。また、「地震保険３社分」
といったようにまとめていただいても構いま
せん。 

保険料額 保険会社等が発行する証明書類に基づいて、本
年中に支払った保険料や掛け金を記載します 
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3. 社会保険 
複数の区分の社会保険を支払っている場合は、「社会保険（国民年
金や国民健康保険など）を追加する」から行を増やして記載して
ください。 
 freee の項目 入力するもの   

区分 
区分で選択できる保険料が控除の対象となりま
す。なお、給与から控除される社会保険料はこ
ちらに記載する必要はありません。 

納付した金額 

本年中に支払った金額を記載します。年金事務
所が発行する証明書類に基づいて記載してくだ
さい。なお、給与から控除される社会保険料は
こちらに記載する必要はありません。 

 
  
4. 小規模企業共済等掛金控除 
 freee の項目 入力するもの   

区分 
区分で選択できる掛金が控除の対象となりま
す。なお、給与から控除される小規模共済等の
掛金はこちらに記載する必要はありません。  

 納付した金額 

本年中に支払った金額を記載します。地方公共
団体等が発行する証明書類に基づいて記載して
ください。その年に支払った金額の総額が控除
の対象となります。  

 

5. 住宅ローン控除 
住宅ローン控除を申請する場合は、「住宅借入金等特別控除（住宅
ローンがある方）を申告する」にチェックを入れ、「住宅借入金等
特別控除額」の項目に金額を記載します。 
  



Copyright 2015                                                       39

②�入力項目に応じて必要書類を給与担当者に提出する 
 
下記に該当する従業員は給与担当者に必要書類を提出します。 
 
1. 今年度の途中から入社した 
→前職の源泉徴収票 
 
2. 生命保険料・介護医療保険・個人年金保険を支払っている 
→保険料控除証明書 
 
3. 地震保険料を支払っている 
→地震保険料控除証明書 
 
4. 国民年金を今年度中に支払っている 
→社会保険料（国民年金）控除証明書 
 
5. 小規模共済等掛金や確定拠出年金を支払っている 
→地方公共団体等が発行する証明書類 
 
6. 住宅ローン控除を適用してから 2 年目以後 
→「給与所得者の（特定増改築等）住宅借入金特別控除申告書」
「年末調整のための住宅借入金特別控除証明書」「住宅ローンの
残高証明書」の 3 点 
なお申告書には必要事項は事前に記載しておきます。 
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6. 年末調整チェックリスト 

 

年末調整作業は非常に作業量が多いため、最後にチェックリスト
を使ってもれなく作業出来ているか確認してみましょう 
 

種類 チェック内容 チェック 

基本 年末調整の対象年度は確認しましたか？  

書類回収 年の途中入社の人は前職の源泉徴収票を回収出来ていますか？  

書類回収 回収した扶養控除等申告書、保険料控除申請書には従業員本人の捺
印はありますか？ 

 

書類回収 生命保険料等控除を申請している従業員からは控除証明書を回収出
来ていますか？ 

 

書類回収 地震保険料控除を申請している従業員からは控除証明書を回収出来
ていますか？ 

 

書類回収 社会保険料控除で国民年金を入力している従業員からは社会保険料
（国民年金）控除証明書を回収出来ていますか？ 

 

書類回収 小規模企業共済掛金等控除を申請している従業員からは証明書類を
回収出来ていますか？ 

 

書類回収 住宅ローン控除を申請している従業員からは、下記の 3 点を回収出
来ていますか？ 

・給与所得者の（特定増改築等）住宅借入金特別控除申告書 

・年末調整のための住宅借入金特別控除証明書 

・住宅ローンの残高証明書 

 

書類回収 給与所得者の（特定増改築等）住宅借入金特別控除申告書は適切に
記載されていますか？ 

また給与計算 freee へ入力した控除額と金額は整合していますか？ 

 

配 偶 者 控
除・扶養控除 

配偶者と扶養親族の所得は 38 万円以下となっていますか？ 

（配偶者特別控除は 76 万円未満） 

 

生 命 保 険 料
控除 

保険料は従業員本人が支払ったものですか？ 

またその受取人は、本人又は親族となっていますか？ 
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社 会 保 険 料
控除 

入力された社会保険料は従業員本人が支払ったものですか？  

納税 1 月 10 日までに源泉徴収税は支払っていますか？  

操作 年末調整及び 12 月の給与明細を確定出来ていますか？  

提出 該当の月の給与明細には年末調整の差額は記載されていますか？  

提出 市区町村には 1 月末日までに給与支払報告書は提出しましたか？  

提出 税務署には 1 月末日までに法定調書合計表及び源泉徴収票を提出し
ましたか？ 

 

提出 従業員には 1 月末日までに源泉徴収票を交付しましたか？  
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7. 最後に 
「年末調整がよくわかるガイド」いかがでしたでしょうか？ 
 
年末調整作業が大変な理由としては、全従業員分をほぼ１人の給
与担当者でやり切らなくてはいけない、というものがあります。 
間違ってしまったら色々な人から怒られてしまうし、孤独で大変
な作業、という不安はございませんか。 
 
給与計算 freee では給与担当者１人で作業するのではなく、従業員
が入力出来る所は入力してもらう、という分業を前提で作業をす
すめることが出来るため、もうそんな心配はご不要です。 
 
給与計算 freee を使って、給与計算の一大イベントである「年末調
整」を一緒に乗り越えていきましょう。 
 
チーム freee は、あなたがより創造的な活動にフォーカス出来るよ
うにサポートいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
※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。 
 


