給与上手くんαバージョンアップ情報 Vers-18.002
平成 30 年 3 月 26 日
日本ＩＣＳ株式会社
●給与上手くんα／給与・賞与 Version 8.201
当プログラムは、マイクロソフト社のサポート対応終了に伴い、Windows XP・Vista 搭載機へのイ
ンストールは不可となっています。
平成 30 年 3 月 5 日から使用する社会保険月額変更届及び算定基礎届等の様式が変更され、マイナ
ンバー欄の追加のほか、複数の様式の統合等が行われました。
70 歳以上被用者に関する届出の様式も統合されます。
様式が変更となる届出様式
①『被保険者報酬月額変更届 70 歳以上被用者月額変更届』
②『被保険者報酬月額算定基礎届 70 歳以上被用者算定基礎届』
③『被保険者賞与支払届 70 歳以上被用者賞与支払届』
④『被保険者賞与支払届（総括表）
』
※社会保険データ作成では、「電子媒体届出書作成の仕様」の変更に対応しました。
⑤『被保険者報酬月額算定基礎届（総括表）』
※当届出の新様式の変更は、算定対応時期に行います。
■適用時期：平成 30 年 3 月 5 日以降使用開始。
«注意»
※変更当初は旧様式でもご利用いただけますが、早期に新様式での提出への変更が必要です。
※基金用の届出様式の変更は行っていません。
表形式／給与マスター表形式処理
平成 30 年 3 月 5 日から使用する社会保険月額変更届等の様式変更に伴い、下記の項目をファイ
ル項目設定に追加しました。
・基礎年金番号
・70 歳以上被用者区分
・二以上事業所勤務者区分
«注意»
1.既存マスターをバージョンアップした場合、上記項目の設定には“〇印”は付加されません。
2.新規作成したマスターは、初期から〇印が付加されます。
その他の改良、修正を行いました。

注意
●他のＩＣＳシステムとマスターのやり取りを行われる場合は、他のＩＣＳシステム側も当改正
対応プログラム のインストールを行い、バージョンを統一してください。

※詳細は、次ページからの“給与上手くんα（VERSION:8.201）の変更点”を参照してください。

1

給与上手くん α（VERSION:8.201）の変更点
バージョンアップ内容
Ⅰ．概

要

■平成 30 年 3 月 5 日から使用する社会保険月額変更届及び算定基礎届等の様式が変更され、マイナンバー欄
の追加のほか、複数の様式の統合等が⾏われました。
70 歳以上被用者に関する届出の様式も統合されます。

１）様式が変更となる届出様式
①『被保険者報酬⽉額変更届 70 歳以上被用者⽉額変更届』
②『被保険者報酬⽉額算定基礎届 70 歳以上被用者算定基礎届』
③『被保険者賞与支払届 70 歳以上被用者賞与支払届』
④『被保険者賞与支払届（総括表）』
※社会保険データ作成では、「電⼦媒体届出書作成の仕様」の変更に対応しました。
-----------

⑤『被保険者報酬⽉額算定基礎届（総括表）』

※当届出の新様式の変更は、算定対応時期に⾏います。

■適用時期︓平成 30 年 3 ⽉ 5 ⽇以降使用開始。
«注意»
※変更当初は旧様式でもご利用いただけますが、早期に新様式での提出への変更が必要です。
※基⾦用の届出様式の変更は⾏っていません。

改 正 内 容
■当プログラムをインストール後、給与・賞与⼊⼒画⾯等を開くと「既存マスター」は下記のメッセージ
が表⽰されます。確認後、バージョンアップを⾏ってください。
「新規マスター」作成時も同様にメッセージが表⽰されます。
※『過年度マスター』でもバージョンアップが⾏われ、変更
後の新様式で出⼒が可能になります。

70 歳以上の被用者で提出する場合、社員登録に追加した 70 歳以上被用者区分を“該当”に、算定/月変
処理区分を“実施する”に変更して処理の対象者にしてください。
※設定した内容は『厚⽣年⾦保険計算リスト』にて確認が⾏えます。
«対応帳票»
『被保険者賞与支払届』『被保険者報酬月額変更届』『被保険者報酬算定基礎届』『算定月変対象者
リスト』『厚⽣年⾦保険計算リスト』『算定月変計算後データリスト』『保険料変更通知書』

２

Ⅰ．登録・導入／新規会社登録・修正・削除
１）会 社 登 録

①基本会社情報タブ
社会保険労務士の項目に“社労士登録番号”欄を追加しました。
社会保険労務士登録番号（８桁）を登録してください。
※平成 30 年 3 月 5 日以降に社会保険労務士が電⼦申請、電⼦媒体届を提出する際に必要となります。

２）社 員 登 録

①社会保険タブ
“基礎年⾦番号”、“70 歳以上被用者”、“二以上事業所勤務者”の項目を追加しました。
「被保険者報酬月額変更届」「被保険者報酬算定基礎届」「被保険者賞与支払届」において、備考欄
にある項目です。当内容は「算定月変・個⼈データ⼊⼒」画⾯へ連動されます。
下記の項目において該当する場合、⼊⼒・選択を⾏ってください。
※年齢が 70 歳以上になった場合でも⽣年月日等による⾃動判定は⾏われません。70 歳以上被用者区
分を“該当”に変更してください。

項 目
基礎年⾦番号

70 歳以上被用者

二以上事業所勤務
者

設定内容
数字 10 桁

備
考
箇所符号（数字 4 桁）、一連番号（数字 6 桁）の計 10 桁
を登録してください。
※70 歳以上被用者で個⼈番号を登録しない場合、当番号
が出⼒されます。
該当・非該当より 70 歳以上であって、厚⽣年⾦保険の適用事業所に新たに
選択
使用される⼈、又は被保険者が 70 歳到達後も継続して使
（初期値︓非該当） 用される⼈で次の要件に該当する場合、“該当”を選択して
ください。※１
該当・非該当より 被保険者（70 歳以上被用者）が２カ所以上の適用事業所
選択
で勤務している場合、“該当”を選択してください。
（初期値︓非該当）

※１…（対象要件）
①70 歳以上の⼈
②過去に厚⽣年⾦保険の被保険者期間を有する⼈
③厚⽣年⾦保険法第 27 条に規定する適用事業所に使用される⼈であって、かつ、同法第 12
条各号に定める者に該当しない⼈

３

３）「会社登録」「社員登録」で登録した内容の出⼒に関して

「被保険者報酬月額変更届」「被保険者報酬月額算定基礎届」「被保険者賞与支払届」で共通する項目
«被保険者記⼊欄»
■社員登録で登録した内容を出⼒します。

・①被保険者整理番号
社員登録／社会保険タブの“健康保険№”又は“厚⽣年⾦保険№”を出⼒します。
各届出の出⼒画⾯にある“出⼒順”の選択で、どちらの番号を出⼒するかを選択できます。
・②被保険者氏名 … 社員登録／社員氏名を出⼒します。
・③⽣年月日
… 社員登録／本⼈情報タブの⽣年月日を出⼒します。
・⑦個⼈番号（又は基礎年⾦番号） … 社員登録／本⼈情報の個⼈番号を出⼒します。
70 歳以上の被用者のみ出⼒します。（※70 歳以上被用者＝“該当”の場合出⼒されます。）
※個⼈番号欄に⼊⼒が無い場合、基礎年⾦番号を左詰めで出⼒します。両⽅の⼊⼒がある場合は個⼈
番号を優先して出⼒します。
«個⼈番号»

«基礎年⾦番号»

・⑧備考（共通する項目のみ抜粋（社員登録で登録のある項目））
・70 歳以上被用者 … 70 歳以上被用者欄で“該当”を選択した場合、当項目を○印で囲みます。
※「被保険者報酬月額算定基礎届」では、算定期間中に 70 歳に到達した
場合、算定基礎月”を選択してください。
・二以上勤務
… 二以上事業所勤務者で“該当”を選択した場合、当項目を○印で囲みます。
«提出者記⼊欄»
■会社登録で登録した内容を出⼒します。

・事業所整理記号 ※必須項目
会社登録／社会保険タブの事業所整理記号を出⼒します。「０１－イロハ」（数字、カナ等）
・事業所所在地 … 会社登録／基本会社情報タブの所在地を出⼒します。
・事業所名称
… 会社登録／基本会社情報タブの会社名称を出⼒します。
・事業主氏名
… 会社登録／基本会社情報タブの事業主氏名を出⼒します。
・電話番号
… 会社登録／基本会社情報タブの連絡先の電話番号を出⼒します。
・社会保険労務士記載欄 … 各届出の（F6）出⼒設定／社労士記載欄で登録した内容を出⼒します。

４

Ⅱ．給与・賞与／出⼒処理
１）納付帳票／賞与支払届

■『被保険者賞与支払届』の新様式に対応しました。
届出様式の構成等は変更されましたが、従来からの項目はほぼ変更ありません。
変更点、注意点のみ抜粋します。

各項目に関して

①賞与支払年月日
「④賞与支払年月日(共通)」には、事業所における賞与支払年月日を記⼊します。
会社登録／支給・労働条件タブの“支給日”を出⼒します。
被保険者毎に支給日が異なる場合、社員登録／労働条件タブの“支給日”を変更し、各被保険者欄にある
“④賞与支払年月日”欄に支給日を出⼒します。
②備 考
同一月内の賞与合算 … 同一月内に２回以上賞与があった場合、出⼒オプションの“同一月累計”にチ
ェックを付けてください。
当項目を○印で囲み、１回目の賞与支給日を初回支払日に出⼒します。
③その他変更箇所
新様式から下記の項目が削除されました。
“届出コード”、“事業所番号”、“CD”、“社労士コード”、“㋐賞与支払予定日”、“㋔種別”、”⑥作成原因“
«注意»
“㋑現物”欄の⼊⼒、出⼒には対応していません。

出⼒設定画⾯

①出⼒オプション及び出⼒設定の項目を変更しました。
«出⼒オプション»
用紙選択から“印刷用紙”を削除しました。
「④欄に元号番号を出⼒する」を削除しました。
「（オ）種別を出⼒しない」を削除しました。
「賞与支払予定年月」の項目を削除しました。
«F6(出⼒設定)／表題登録»
「事業所整理番号」以外の項目
を削除しました。

５

被保険者賞与支払届

２）納付帳票／賞与支払届データ作成

①「電⼦媒体届書作成仕様書（Ver10.00）」の変更に対応しました。
日本年⾦機構提供の「社会保険届出仕様チェックプログラム（Ver.11.00）」に対応しました。
«参考 URL»
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/setsumei/20150105-01.html
※70 歳以上被用者区分が“該当”で且つ、個⼈番号を登録しいてる社員データを作成した場合、下記の
ように個⼈番号データの取扱いに関する注意メッセージを表⽰します。

３）賞与支払届（総括表）

■『被保険者賞与支払届（総括表）』の新様式に対応しました。
届出様式の構成等は変更されましたが、従来からの項目はほぼ変更ありません。
変更点、注意点のみ抜粋します。
①下記の項目が削除されました。
“②事業所番号“、”社労士コード“、”賞与支払届通番“

出⼒設定画⾯

①出⼒オプションの項目を変更しました。
«出⼒オプション»
“賞与支払届通番”を削除しました。

６

被保険者賞与支払届（総括表）

Ⅲ．給与・賞与／算定基礎届・⽉額変更届
１）算定⽉変・個⼈データ入⼒画⾯

■『被保険者報酬月額変更届』『被保険者報酬月額算定基礎届』の新様式に対応しました。
届出の様式変更に伴い、⼊⼒画⾯及び出⼒様式の変更を⾏いました。
遡及支払額、昇（降）給等の欄は該当する場合に⼊⼒を⾏って下さい。
備考欄の“70 歳以上被保険者”、“二以上勤務”の項目は社員登録から連動されます。（変更可能）
その他の備考欄の項目は、該当する場合に選択・⼊⼒を⾏って下さい。
«⼊⼒画⾯»

«出⼒様式»

７

各項目に関して

①昇（降）給欄
月変対象の条件である３カ月前の固定的賃⾦の変動が増加の場合は昇給、減少の場合は降給に〇印
で囲みます。月は変動月を表⽰します。
※昇給の〇印を降給に変更したい場合、昇（降）給差欄にマイナス⾦額を⼊⼒してください。（
）
降給の〇印を昇給に変更したい場合は同欄にプラス⾦額を⼊⼒してください。

②遡及支払額欄（
）
・該当する月の“遡及等”欄に⾦額を⼊⼒してください。該当月と⾦額を出⼒します。
※複数月分、⼊⼒した場合は、最も古い月を出⼒します。
③⾦額項目について（
）
従来通り、個⼈データ⼊⼒画⾯上の⾦額を「月額変更届」「算定基礎届」に出⼒します。
※千円単位、切捨て等、従来同様に記⼊⽅法に即し⾃動で処理が⾏われます。
④備考欄（
）
個⼈データ⼊⼒画⾯に備考欄の項目を追加しました。“該当”を選択すると各項目を〇印で囲み出⼒し
ます。※“昇給・降給の理由”、“その他”は直接⽂字⼊⼒を⾏って下さい。
«月額変更届／備考欄の項目»
項 目
70 歳以上被用者月額
変更
二以上勤務

設定内容
該当・非該当より
選択（連動）
該当・非該当より
選択（連動）

社員登録／70 歳以上被用者より連動します。（変更可）
※詳細は社員登録を参照。
社員登録／二以上事業所勤務者より連動します。
（変更可）
※詳細は社員登録を参照。
短時間労働者
該当区分を選択
社員登録／パート・短時間区分より連動します。
（特定適用事業所等） （連動）
（変更可）
昇給・降給の理由
最大全角 10 ⽂字 “基本給の変更”等、具体的な理由を⼊⼒してください。
半角 20 ⽂字
⽂字⼊⼒すると該当項目を〇印で囲みます。
健康保険のみ月額変 該当・非該当より 今まで健康保険に加⼊していた被保険者が 70 歳到達時
更（70 歳以上…）
選択
の契約変更等の理由により健康保険のみ月額変更となる
（初期値︓非該当） 場合（70 歳以上被用者月額変更には該当しないケース）
に選択してください。
その他
最大全角 10 ⽂字 月額変更の対象となる給与支給月に被保険者区分の変更
半角 20 ⽂字
があった場合等、その内容を⼊⼒してください。
⽂字⼊⼒すると該当項目を〇で囲みます。
Ex)10 月に短時間労働者へ区分変更等。

８

«算定基礎届／備考欄の項目»
項 目
70 歳以上被用者算定

設定内容
該当・非該当より
選択（連動）
選択
（初期値︓4 月（出
⼒無し））

社員登録／70 歳以上被用者より連動します。（変更可）
※詳細は社員登録を参照。
算定基礎月
算定期間中に 70 歳に到達し、健康保険と厚⽣年⾦保険
の算定基礎月が異なる場合のみ 70 歳以上被用者分の算
定基礎月を下記より選択してください。
4 月以降→出⼒無し。5 月以降→5 月、6 月、6 月以降→
6 月と出⼒されます。
二以上勤務
該当・非該当より 社員登録／二以上事業所勤務者より連動します。
選択（連動）
（変更可）
※詳細は社員登録を参照。
月額変更予定
該当・非該当より 7、８，９月改定の月額変更に該当する場合に選択してく
選択
ださい。
（初期値︓非該当） ※この算定による定時決定より月額変更による改定が
優先されます。
途中⼊社
該当・非該当より 給与の支払い対象となる期間の途中から資格取得したこ
選択
とにより１カ月分の給与が支給されない場合に選択して
（初期値︓非該当） ください。
※その他に⼊社（資格取得）年月日を⼊⼒してください。
病休・育休・休職等
該当・非該当より 4 月から６月のいずれかの在職区分が“休職”の場合、○
選択
印で囲みます。
（初期値︓非該当） ※その他に理由を⼊⼒（5 月休職等）
短時間労働者
該当区分を選択
社員登録／パート・短時間区分より連動します。
（特定適用事業所等） （連動）
（変更可）
パート
該当区分を選択
社員登録／パート・短時間区分より連動します。
（連動）
（変更可）
年間平均
該当・非該当より 年間平均で算定を⾏っている場合に選択します。
選択
※年間報酬の平均での算定は対応していません。
初期値︓非該当
その他
最大全角 10 ⽂字 7 月 1 日時点で既に退職している場合、6 月 30 日退職、
被保険者区分の変更があった場合等、その内容を⼊⼒し
半角 20 ⽂字
てください。
Ex)5 月 1 日に短時間労働者へ区分変更等。

２）出⼒設定画⾯

①F6(出⼒設定)／印刷項目タブ
新様式から下記の項目が削除された為「基⾦マスター」以外では使用不可にしました。
“昇（降）給月を出⼒”、“健保のみは（ｴ）種別に０を出⼒”、“（ｷ）原因を出⼒”、“社労士コードを出
⼒“、”整理記号２桁を下段に出⼒“
※基⾦用の様式がある為、⼊⼒、出⼒項目は残してあります。

９

３）『被保険者報酬⽉額変更届 70 歳以上被用者⽉額変更届』
『被保険者報酬⽉額算定基礎届 70 歳以上被用者算定基礎届』

Ⅳ．社会保険データ作成
①「電⼦媒体届書作成仕様書（Ver10.00）」の変更に対応しました。
日本年⾦機構提供の「社会保険届出仕様チェックプログラム（Ver.11.00）」に対応しました。
«参考 URL»
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/setsumei/20150105-01.html
※70 歳以上被用者区分を“該当”で且つ、個⼈番号を登録してる社員データを作成した場合、下記のよ
うな個⼈番号データの取扱いに関する注意メッセージを表⽰します。

１０

«参 考»
■当処理で作成したデータにおいて、届出様式上に無い「70 歳以上被保険者のみ提出」項目が
あります。当欄は、70 歳以上被用者のみを提出する場合「1」を設定するとなっています。
※『被保険者賞与支払届』も同様。
下記の何れかのときに「70 歳以上被用者のみ提出」項目に「１」を作成します。
①75 歳以上で「70 歳以上被用者」区分を「該当」と選択している場合
②健康保険区分を未加⼊又は国保組合と選択し「70 歳以上被用者」区分を「該当」と選択
している場合

Ⅴ．その他
１）登録・導入／会社・社員情報リスト

①会社情報リスト
“社労士登録番号”の項目を追加しました。
②社員情報リスト
“基礎年⾦番号”、“70 歳以上被用者”、“二以上勤務者”の項目を追加しました。

２）給与・賞与／出⼒処理

①社会保険計算リスト／厚⽣年⾦保険計算リスト
“70 歳以上被用者”の項目を追加しました。
社員登録／社会保険タブの当項目で”該当“を選択した場合に○印が付加されます。

②「健康保険計算リスト」「厚⽣年⾦保険リスト」「介護保険者リスト」のタイトルを変更しました。
“＊＊”を削除して、全角⽂字に変更しました。
以上
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