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はじめに 

◼ 年末調整とは 

年末調整とは、給与所得者に対して事業所等が支払った 1 年間（1 月〜12 月）の給料・賞与や賃金及び、 

源泉徴収した所得税等を、原則として 12 月の最終支払日に再計算し、所得税の過不足を精算することを 

いいます。給与計算システムでは、年末調整計算、還付金処理、源泉徴収票の作成、賃金台帳等の 

年末調整業務を実施することができます。 

◼ eNEN とは 

eNEN とは、年末調整処理を実施するための情報を Web 上で収集し、その収集した情報を給与計算システム

へ連携することで、給与計算システムで所得税の計算をするための、情報収集システムとなります。 

年末調整の所得税の徴収額や還付額は、給与計算システムで実施していただきます。 

 

◼ 年末調整 プロセス型とは 

年末調整に必要な「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」「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」「給与所得者の保険料控除申告書」「（特定増改築等）住宅借

入金等特別控除申告書」の申告書に対して、申告用紙に記入する感覚で申告をしていただきます。 

 

◼ 利用できる端末 

【パソコン】 

 

 

 

 

【スマートフォン・タブレット】 

 

OS Windows7 以上 

ブラウザ Internet Explorer 11* ・ Edge ・ Chrome 

*Microsoft 社のサポート終了まで 

OS iOS ・ Android 

ブラウザ Safari ・ Chrome 



プロセス型操作手順書 

3 

目次 

プロセス型操作手順書···········································1 

はじめに ····························································2 

ログイン方法（初めて eNEN を利用する場合） ··········4 

メールアドレスを登録する ·····································7 

メニュー ····························································8 

年末調整資料の準備 ··········································· 10 

1-1 電子的控除証明書 ····································· 13 

1-2 当年分の扶養・基礎・配偶者・所得金額調整控除を

申告する ·························································· 16 

1-3 翌年分の扶養を申告する ···························· 26 

1-4 保険料控除の申告 ····································· 28 

1-5 住宅借入金等特別控除の申告実施について ····· 34 

1-6 添付台紙の印刷・提出 ······························· 39 

1-7 年末調整を完了する ·································· 40 

改訂履歴 ·························································· 43 

 

 

 



プロセス型操作手順書 

 

4 

ログイン方法（初めて eNEN を利用する場合） 

◼ ログイン方法（初めて eNEN を利用する場合） 

① 指定のブラウザを起動し、会社から通達された

URL を入力しシステムを起動します。 

 URL が分からない場合は、自社管理部門にご確認願
います。 

 URL はブラウザ上部の検索枠に入力してください。 

 

② 会社から通達されている「ログイン ID」「パス

ワード」を入力し、「ログイン」ボタンをクリックします。 

 

③ 「入力したパスワードが間違っていないか」等

を確認することができます。パスワード入力欄

の下「パスワードを表示する」のチェックボッ

スに「✔」を付けることで入力したパスワード

を確認することができます。 

例：「●●●●●●」⇒「Abcdef123」に表示を

します。 
 

④ 会社から通達されている「パスワード」は「仮

パスワード」になります。必ず、自身が忘れな

いパスワードに変更してください。次回以降の

eNEN へのログイン時に必要になります。 

 パスワードは、「英大文字」「英小文字」「数字」の３
種類の組合せ「8 文字以上」で入力します。  
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◼ メールアドレスが登録されている場合（パスワードの通達がない） 

① 指定のブラウザを起動し、会社から通達された

URL を入力しシステムを起動します。 

 URL が分からない場合は、自社管理部門にご確認願
います。 

 URL はブラウザ上部の検索枠に入力してください。 

 

 

② ログインした画面の「パスワード設定・再設定・

忘れた方はこちらから」をクリックします。 

 

③ 登録されているメールアドレスにメールを送信

することで、パスワードの設定が可能となりま

す。「メールアドレス」欄にアドレスを入力し、

送信ボタンをクリックします。 

 

④  登録されているメールアドレスに「パスワード

初期設定/再設定メール」メールが届きます。上

段のリンク先「パスワード初期設定/再設定」又

は、下段に記載されている URL をクリックしま

す。 

 

 

  



プロセス型操作手順書 

 

6 

⑤ パスワード変更画面が表示されますので、必ず、

自身が忘れないパスワードに変更してくださ

い。次回以降の eNEN へのログイン時に必要に

なります。 

 パスワードは、「英大文字」「英小文字」「数字」の３
種類の組合せ「8 文字以上」で入力します。 

 

 

◼ パスワードを忘れた場合 

1.メールアドレスの登録がない 

① 自社の管理者にパスワードの初期化をして

いただけるように連絡をしてください。 

② 初期化されたパスワードでログインをする

と必ずパスワードの変更が要求されます。 

 パスワードの変更方法は、「■ログイン方法（初め
て eNEN を利用する場合）」の③を参照してくださ
い。 

 パスワードは、必ず、忘れないパスワードに変更し
てください。 

 

 

2.メールアドレスが登録されている場合 

① 「■メールアドレスが登録されている場合（パス

ワードの通達がない）」を参照してください。 
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メールアドレスを登録する 

◼ メールアドレスを登録する 

事前に登録されているメールアドレスを変更する場

合やメールアドレスが未登録の場合に登録をしてく

ださい。登録があると「パスワードを忘れた」時に

管理部門に連絡をせず、自身で変更ができます。 

 

① メールアドレスが登録されていない場合は、ロ

グインした後に「メールアドレスの登録を行っ

てください。」のメッセージが表示されます。事

前に登録されている場合は、メッセージの表示

はありません。 

 ログインができないとメールアドレスの登録はで
きません。事前に仮パスワードを発行してもらって
おく必要があります。 

 
 

② メニュー画面の右上段にログイン者の氏名があ

ります。氏名横の「▼」をクリックし「メール

アドレス変更」をクリックしてください。 

 ③ メールアドレス変更画面が表示されます。メー

ルアドレスを入力し、「変更」をクリックしてく

ださい。 

 パスワードは、「英大文字」「英小文字」「数字」の３
種類の組合せ「8 文字以上」で入力します。 

 初めて登録する場合も「メールアドレス変更」画面
より登録してください。 

 メールアドレスが登録されている場合は、アドレス
が表示されます。確認してください。  

④ 「メールアドレスを登録してください」のメッセ

ージを表示させないようには、「未登録通知」の

チェックを外してください。 
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メニュー 

◼ メニュー画面 

① 年末調整を開始するための申告メニューを表示

します。 

 

② 電子的データでの保険料控除の取込や住宅借入

金特別控除の取込がある場合は、XML ファイル

を準備して取込を実施するかまたは、マイナン

バーカードから API連携にて取込を実施してく

ださい。 

③ 各申告メニューが「えんぴつマーク」になって

いることを確認してください。えんぴつマーク

になっていない場合は、申告が開始できません

のでご注意願います。 

④ 自社で年末調整を行わない場合は、下部の事項

を確認し、「はい」に変更することで「扶養控除

等（異動）申告書の提出のみ実施していただく

ことになります。 

 「はい」に変更した場合は、保険料控除申告書・住
宅借入金特別控除申告書の提出ができなくなりま
す。間違えて「はい」をクリックした場合は、管理
者にご連絡をしてください。取消しをしてもらうこ
とができます。 

 「はい」に該当する方は次の方になります。 
・2,000 万円以上の給与収入がある方 
・災害免除法の規定に該当する方 
・当社が従たる勤務先になる方 

⑤ 保険料控除申告書や住宅借入金特別控除申告書

の記載する内容がない場合は、各申告メニュー

の下部ボタンをクリックしていただくことで 

申告が完了します。生命保険料や住宅控除を受

ける場合はえんぴつマークより、詳細を入力し

てください。 
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◼ 「年末調整を開始する」からの処理の流れ 

1-1 電子的控除証明書 マイナポータルより「保険料控除」「住宅借入金特別控除」「金融機

関の残高証明書」を eNEN へ連携します。連携をさせるためには、

各保険会社や金融機関・税務署への手続きが必要になります。手

続が完了していない場合は、証明書書類を提出していただくこと

になります。 

▼  

1-2 当年分の扶養・基礎・配偶

者・所得金額調整控除を申告する 

「扶養控除等（異動）申告書」「基礎控除申告書兼配偶者控除申告書

兼所得金額調整控除申告書」の申告を行います。配偶者控除の判

定や所得金額調整控除の判定は、入力した内容によりシステム内

で行います。 

▼  

1-3 翌年分の扶養を申告する 「扶養控除等（異動）申告書」の翌年の申告を行います。翌年の扶

養が変わる場合は、変更になる内容を申告していただきます。 

▼  

1-4 保険料控除の申告する あなた自身で支払をしている保険料控除等について申告をしてい

ただきます。 

▼  

1-5 住宅借入金特別控除の申告

する 

住宅借入金特別控除申告を「受ける」「受けない」について申告を

していただきます。 

▼  

1-6 添付台紙の印刷・提出する 証明書を提出していただく台紙を印刷し、台紙に書類を添付して

提出していただきます。 

▼  

1-7 年末調整を完了する  年末調整の書類の提出が完了します。 

  

 

  



プロセス型操作手順書 

 

10 

年末調整資料の準備 

年末調整をするにあたり、必要な書類があります。確認の上、準備してください。 

１． 源泉徴収票が必要な方 

① 新入社員の方で入社する前にアルバイトなどで他の会社か

ら給与の支給を受けていた場合 

② 中途入社の方が前職で給与の支給を受けていた場合 

   源泉徴収票の発行年分が、年末調整を実施する「年」になって

いることを確認してください。過去分の源泉徴収票は対象外と

なります。 

 

２． 障害者手帳が必要な方 

① ご自身が障害者手帳を持っている場合 

② 配偶者や扶養親族が障害者手帳を持っている場合 

 

 

 
 

３． 学生証が必要な方 

① ご自身が学生証を持っている場合 

【勤労学生に該当する要件】 

・学校教育法の規定する高等学校、大学、高等専門 

学校等 

・国や地方公共団体、私立学校等が設置した専修学校 

や各種学校のうち、一定の課程を履修させるもの 

・職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う 

 職業訓練法人で、職業に必要な技術を含む一定の課程 

  を履修させるもの 

   自身が通学している学校が要件に「該当するか」不明な場合は、

学校に確認をしてください。 

 

 

 

  



プロセス型操作手順書 

 

11 

４． 親族証明書が必要な方 

① 扶養親族が国外に居住している場合 

※国外居住の扶養親族が複数人いる場合は、 

扶養親族一人ひとりが分かる証明書が 

必要となります。 

 

５． 送金証明書が必要な方 

① 「1-1-4」の扶養親族が国外に居住している場合 

※扶養親族一人ひとりに送金をした証明書が 

必要となります。 

（為替での送金証明書又はクレジットでの送金証明書） 

 

６． 保険料支払い証明書が必要な方 

① ご自身で保険料の支払いをしている場合 

② 扶養親族の保険料の支払いをしている場合 

 電子的データの取込をした保険料については、証明書の提出は

不要です。 

 証明書の原本の提出が必要です。コピーや保険料支払いのお知

らせでは控除を受けることができません。 
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７． 住宅借入金等特別控除申告書が必要な方 

① ご自身が購入した家屋又は土地に居住を開始する場合 

② 住宅を購入した後、確定申告を実施し申告書が手元にある場合 

※住宅を購入後、必ず控除を受けるための確定申告が必要です。 

 

確定申告をすることで税務署より「給与所得者の（特定増改築等）

住宅借入金等特別控除申告書」の申告用紙が届きます。 

 

年数分（初年度を除く）送付されますので、大切に保管してくだ

さい。（紛失した場合は、居住している所轄の税務署へご相談願

います） 

 

※連帯債務者がいる場合は、連帯債務者の申告書も送付されます

ので、ご自身の申告書をご準備ください。 

 

８． 残高証明書が必要な方 

① 「1-1-7」の住宅控除を受ける場合 

※金融機関より毎年 10 月頃に残高証明書が送付されます。 

複数の金融機関で借入をしている場合は、借入金融機関別の残高

証明書が必要になります。 

 

※連帯債務者がいる場合は、連帯債務者分の残高証明書も送付さ

れます。ご自身の残高証明書をご準備ください。 
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1-1 電子的控除証明書 

保険料控除を受ける証明書を、あなた自身の保険会社のポータルよりダウンロードし、eNEN に取込むこ

とができます。証明書の提出が不要になります。ファイルは「xml」形式でダウンロードできますので、 

そのままアップロードしてください。アップロードしたファイルは、保険料控除申告書画面に表示されま

す。表示されたファイルは訂正することができません。間違えた場合は削除をしてください。 

 手順1： アップロードを開始する 

① ログイン後の申告ホームの上段に「電子的控除証明書（xml）

のアップロード」の「 」をクリックします。 

 

② 保険会社の xml ファイルアップロード画面が表示されます。 

 

③ 「参照」ボタンをクリックし、自身のパソコンに保存した 

保険会社の xml ファイルを指定します。 
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④ 指定した xml ファイル名が表示されますので、ファイル名に

相違がないかを確認の上、「読込む」ボタンをクリックしてフ

ァイルを読込みます。 

 

 

⑤ 保険会社の xml の取込が完了した時点で、完了メッセージと

取込を行ったファイルが表示されます。 

 複数件ある場合は、繰り返し取込を実施してください。 

 取込は、XML ファイル一件ずつになります。一度に複数件のファイ

ルを読込むことはできません。 

 XML のファイルは、あなた自身でのみ取込が可能です。 

管理者が取込むことはできません。  
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 手順2： 取込結果を確認する 

① アップロードが完了した時点で申告メニューへ

戻ります。 

 確認する方法として、全 XML ファイルを取込んだ

後、または、1 件々取込んだ後に確認をしてくださ

い。確認の方法は、同じです。 

 

② 申告メニュー 保 のえんぴつマークを 

クリックしてください。 

③ 「申告区分：電子」と表示されている明細が 

電子的控除証明書より取込を実施した明細に 

なります。 

 

④ 複数の取込をした、間違えていた等があった場

合は「削除」ボタンをクリックし、明細を削除

してください。 

 明細については、削除のみ可能となります。金額の

訂正はできません。間違えて取込んだ場合は、削除

をして読込をしてください。 
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1-2 当年分の扶養・基礎・配偶者・所得金額調整控除を申告する 

あなた自身の「扶養控除等（異動）申告書」「基礎控除申告書兼配偶者控除申告書兼所得金額調整控除申告

書」について申告をします。あなた自身の住所や扶養親族の確認及び、配偶者控除の判定や所得金額調整

控除に該当する・該当しないを判定します。全員の提出が必要になります。 

 手順1： 扶・基・配・所メニューの説明 

① 扶・基・配・所の部分が「えんぴつマーク」に

なっていることを確認してください。えんぴつ

マークになっていることで申告書の提出が可能

となります。 

 

② えんぴつマーク下のプリンターマークをクリッ

クすると各申告用紙を印刷することができま

す。申告前に印刷した場合は、現在会社に提出

している情報が初期値として印刷されます。 

 手順2： 扶・基・配・所の申告する 

① あなた自身の会社で把握している住所や配偶者

の基本情報が表示されます。 

 

② 「１．会社に届出ている本人情報に変更がないか

確認してください。」について回答をしてくださ

い。変更がない場合は「確認済」にしてくださ

い。 

③ 住所や世帯主など変更する場合は「本人情報変

更」ボタンをクリックしてください。 

 

④ 会社が把握している「本人の基本情報」 

「本人の住所情報」等が表示されます。 

⑤ 変更する場合は、該当するカテゴリ部分の 

「編集」ボタンをクリックしてください。 
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⑥ あなた自身の会社に届出ている住所などを変更

する場合、「事由」「発生年月日」は必ず記載し

てください。 

 発生年月日とは、変更がいつからなのかを選択して

ください。当年の扶養に関しての変更は、当年

12/31 迄を選択、翌年の扶養に関しての変更は、

翌年 1/1~12/31 迄の期間で変更が発生する日を

選択してください。 
 

⑦ あなたが会社に届出ている扶養親族情報につい

て一覧で表示しています。扶養親族の追加をし

たい、扶養親族を扶養しなくなった等を提出す

る場合は、「家族情報変更」ボタンより表示され

ている扶養親族の情報を変更してください。 

 

⑧ 現在、会社に登録されている扶養者が一覧表示

されます。情報を変更する家族をクリックする

と、対象の家族の基本情報欄にスキップします。 

（変更は、「手順 5：扶養親族の詳細を変更する」

をご参照ください） 

 

⑨ 本人の所得を入力する場合は、「２．あなたの今

年度の収入を報告してください。」黄色い部分の

えんぴつマークをクリックしてください。 

 事前に会社であなたの給与収入が登録されている

場合があります。修正する場合は黄色の部分のえん

ぴつマークをクリックして収入金額を変更してく

ださい。 

 
⑩ 所得の入力欄が表示されます。該当する所得の

えんぴつマークをクリックして収入金額を入力

してください。給与所得・年金所得については

収入を入力することで、所得が自動計算されま

す。 

 

⑪ 収入金額の入力が完了いたら必ず「保存」ボタ

ンをクリックしてください。あなたの所得の合

計額が表示されます。 
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⑫ 配偶者控除を受ける場合は、配偶者の氏名が 

表示されています。配偶者の収入金額の入力を

行ってください。該当する収入のえんぴつマー

クをクリックすると、収入の入力欄が表示され

ます。入力完了後「保存」ボタンをクリックし

てください。 

 あなたの所得が 1,000 万円超の場合は、配偶者控

除を受けることができません。 

 あ な た の 配 偶 者 の 給 与 収 入 金 額 が 「 0 円

~2,015,999 円以下」間でなければ配偶者控除を

受けることができません。 

 配偶者控除を受けることができない場合は申告が

できませんので、「家族情報変更」より「税扶養」を

「扶養しない」に変更してください。 

 

 

⑬ 配偶者が国外居住者の場合は、「生計を一にする

事実」欄にあなたが配偶者に送金した「送金額」

を入力してください。 

 「送金をしていない」「クレジットでの支払いをし

ていない」場合、配偶者控除を受けることはできま

せん。 

 

⑭ あなたが扶養している扶養親族が一覧表示され

ています。それぞれの扶養親族の収入金額を入

力してください。該当する収入のえんぴつマー

クをクリックして、収入金額を入力してくださ

い。入力完了後「保存」ボタンをクリックして

ください。 

 

⑮ 扶養親族が国外居住者の場合は、「生計を一にす

る事実」欄にあなたが一人々に送金した「送金

額」を入力してください。 

 「送金していない」「クレジットでの支払いをして

いない」場合、扶養親族の控除を受けることができ

ません。 

⑯ 入力完了後、入力画面を確認し、内容に問題が

なければ「表示の内容で申告する」ボタンをク

リックして当年の年末調整を完了します。 

 あなたの所得と配偶者の所得により、配偶者控除の

判定が行われます。  
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 手順3： 本人情報を変更する 

あなた自身の住所や世帯主情報などを変更する場

合は、「本人情報」ボタンより変更画面を表示しま

す。 

 

① 「本人基本情報」「本人住所情報」「本人障害情報」

「寡婦およびひとり親情報」「勤労学生情報」に

分かれていますので、該当箇所の「編集」ボタ

ンをクリックして変更を実施してください。 

② 変更事項の「発生年月日」は、いつから変わる

のか又は、いつから変わったのかの日付を入力

してください。 

 

③ 年末調整対象年の変更については、当年の

12/31 迄の日付で発生年月日を入力してくだ

さい。 

④ 変更後は、必ず「保存」ボタンをクリックして

ください。 

⑤ 変更が完了した後は、必ず「表示の内容で申請

する」ボタンをクリックしてください。 

 翌年の変更については、翌年 1/1～12/31 迄の日

付で提出してください。 

 クリックを忘れた場合は、扶養控除等（異動）申告

書に反映されません。 

 扶養控除等（異動）申告書の提出が完了している場

合は、本人情報の変更はできません。必ず申告者メ

ニューが未申告（えんぴつマーク）になっているこ

とを確認してください。 
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 寡婦・ひとり親の要件 

寡婦とは、あなた自身の合計所得金額が「500 万円以下」であり、以下のいずれかの要件を満たしてい

ること 

· 夫と死別（生死不明を含む）後、婚姻をしていない 

· 夫と離別後婚姻をしておらず、扶養親族（合計所得が 48 万円以下）の方がいる 

 

ひとり親とは、あなた自身の合計所得金額が「500 万円以下」であり、以下の要件を全て満たしている

こと 

· 未婚（離婚、死別、生死不明を含む）である 

· 生計を一にする子（合計所得金額が 48 万円以下）の扶養親族がいること 

· 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと 

 

 手順4： 配偶者の詳細を変更する 

配偶者の住所や扶養の有無の変更をする場合、 

扶養親族一覧より、配偶者の氏名をクリックする

と配偶者の基本情報欄にスキップします。 

 

① 配偶者の扶養の変更をする場合は、基本情報欄

の「編集」ボタンをクリックします。 

 

② 税扶養欄の「扶養する（配偶者特別控除を受け

る）」又は「扶養しない」を選択してください。 

③ 変更後は、必ず「保存」ボタンをクリックして

ください。 

 「配偶者控除」「配偶者特別控除」を受けることが

できる給与収入金額は「0 円~2,015,999 円以下」

の場合となります。所得金額が「0 円~1,330,000

円以下」となります。 

 上記の収入金額・所得金額に該当する場合は「扶養

する（配偶者控除特別控除を含む）」を選択してく

ださい。  
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④ 全ての変更が完了した後は、必ず、「表示の内容

で申請する」ボタンをクリックしてください。 

 「表示の内容で申請する」ボタンのクリックを忘れ

た場合、扶養控除等（異動）申告書に反映されませ

ん。必ず変更完了時に「表示の内容で申請する」ボ

タンをクリックしてください。 
 

 

 

  

【改正後の配偶者控除額及び配偶者特別控除額の一覧表】

900万円以下

（1,095万円以下）

900万円超

950万円以下

（1,095万円超

1,145万円以下）

950万円超

1,000万円以下

（1,145万円超

1,195万円以下）

38万円 26万円 13万円

老人控除対象配偶者 48万円 32万円 16万円

38万円 26万円 13万円
1,030,000円超

1,500,000円以下

36万円 24万円 12万円
1,500,000円超

1,550,000円以下

31万円 21万円 11万円
1,550,000円超

1,600,000円以下

26万円 18万円 9万円
1,600,000円超

1,667,999円以下

21万円 14万円 7万円
1,667,999円超

1,751,999円以下

16万円 11万円 6万円
1,751,999円超

1,831,999円以下

11万円 8万円 4万円
1,831,999円超

1,903,999円以下

6万円 4万円 2万円
1,903,999円超

1,971,999円以下

3万円 2万円 1万円
1,971,999円超

2,015,999円以下

0円 0円 0円 2,015,999円超133万円超

配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額

48万円超  95万円以下

95万円超  100万円以下

100万円超  105万円以下

105万円超  110万円以下

110万円超  115万円以下

115万円超  120万円以下

120万円超  125万円以下

125万円超  130万円以下

130万円超  133万円以下

所得者の合計所得金額

（給与所得だけの場合の所得者の給与等の収入金額) 【参考】

配偶者の収入が給

与所得だけの場合

の配偶者の給与等

の収入金額

配偶者控除

配偶者の合計所得金額

48万円以下
1,030,000円以下
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 手順5： 扶養親族の詳細を変更する 

扶養親族の住所や扶養の有無の変更をする場合、

扶養親族一覧より、変更する扶養親族の氏名をク

リックすると対象の扶養親族の基本情報欄にスキ

ップします。 

 

① 扶養親族の扶養の有無を変更する場合は、「基本

情報」右横の「編集」ボタンをクリックします。 

 

② 「扶養する」又は「扶養しない」を選択し、 

税扶養の変更を行います。 

③ 変更後は、必ず「保存」ボタンをクリックして

ください。 

 扶養できる扶養親族は、所得金額が 48 万円以下 

（給与収入 103 万円以下）の場合は、扶養控除を

受けることができます。 

④ 扶養親族の住所を変更する場合は、「住所情報」

の右横の「編集」ボタンをクリックし変更画面

を表示します。現在登録されている住所情報が

表示されていますので、変更箇所を訂正してく

ださい。訂正後は必ず「保存」ボタンをクリッ

クしてください。 

 居住区分が「別居（国外）」の場合は、都道府県入力

欄に国名、市区町村名入力欄に国名以下の住所を入

力してください。 

 

⑤ 扶養親族の障害を変更する場合は、「障害情報」

の右横の「編集」ボタンをクリックし変更画面

を表示します。 

 複数の障害がある場合は、一番「重度」の障害を登

録してください。複数の障害の明細を登録する場合

は「備考欄」に記載をして「保存」ボタンをクリッ

クしてください。備考欄への記載は、任意となりま

す。 
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⑥ 扶養親族を追加する場合は「家族を追加する」

ボタンをクリックし、追加する家族の基本情報

入力画面を表示します。 

 

⑦ 追加する家族の基本情報「氏名」や「続柄」、 

いつから追加するのかを入力し「保存」ボタン

をクリックしてください。 

 

⑧ 「保存」ボタンを入力した後、一覧表示に追加し

た扶養親族が表示されます。氏名をクリックす

ると対象者の情報にスキップします。 

 

⑨ 新規登録した扶養親族の「住所情報」「障害情報」

右横の「編集」ボタンをクリックし、新規登録

者の住所情報・障害の有無について入力してく

ださい。 

 

⑩ 入力完了後は、必ず「表示の内容で申請する」

ボタンをクリックしてください。 

 「表示の内容で申請する」ボタンをクリックしなか

った場合は、扶養控除等（異動）申告書に対象の扶

養親族の氏名が表示されません。 
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 手順6： 扶・基・配・所 当年の申告をする 

扶養・基礎・配偶者・所得金額について、各カテ

ゴリ別に訂正・入力を実施した内容に間違いがな

いかを確認し、問題がなければ「表示の内容で申

告する」ボタンをクリックしてください。 

 

① 「表示の内容で申告する」ボタンをクリックする

と申告確認用メッセージが表示されます。メッ

セージを確認の上、申告をしてください。 

 一度申告すると自身で再度申告することはできま

せん。再申告をする場合は管理者に連絡後、差戻し

をしてもらうことで再度申告することができます。 

 入力した内容を確認する場合は、上から順次確認を

してください。 

 
② 申告が完了すると、申告完了画面が表示されま

す。完了画面に「添付台紙」のボタン表示があ

る場合は、添付台紙ボタンをクリックして書類

の貼付け台紙を印刷してください。 

【添付台紙印刷ボタンが表示される条件】 

1. 配偶者・扶養親族が国外に居住している場合 

2. 本人または配偶者・扶養親族の方の中に障害者

の方がいる場合 

3. 本人が勤労学生の場合 

 ③ 添付台紙には、扶養控除等（異動）申告書で登

録した明細が表示されます。明細を確認の上、

必要書類を貼付けて提出してください。書類が

多い場合は、裏面に添付してください。 

 添付した際に上部の社員番号及び氏名が参照でき

るかを確認してください。 

 国外居住の配偶者及び扶養親族が複数人いる場合

は、それぞれの対象者の親族証明書及び送金証明書

を添付したかを確認してください。 
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④ 完了画面より「戻る」ボタンをクリックすると

申告メニュー画面へ遷移します。 

 

⑤ 申告が完了した場合、申告ホームの申告済申告

書の表示に「✔」マーク及び「申告済・申告日」

が表示されます。「扶養・基礎・配偶者・所得金

額」の申告が完了したことを表します。 

 
⑥ 申告完了画面で添付台紙の印刷を忘れた場合

は、プリンターマーク横の「 」クリップマー

クより添付台紙を印刷してください。 

 

⑦ 申告用紙を印刷したい場合は、プリンターマー

ク「 」をクリックすると申告用紙を印刷する

ことができます。 

 申告前にも各種申告用紙を印刷していただくこと

ができます。 
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1-3 翌年分の扶養を申告する 

 手順1： 翌年分の扶養控除を申告する 

① 当年分の「扶養・基礎・配偶者・所得金額」の

申告完了後、「翌年の申請」ボタンが表示されま

す。 

 翌年の扶養控除等（異動）申告書に対して扶養の有

無の変更がある場合は、「翌年の申請」ボタンをク

リックしてください。 

 

② 「翌年の申請」ボタンをクリックすると翌年の

「扶養・基礎・配偶者・所得金額」申請画面が表

示されます。 

 

③ あなたの住所や世帯主等に変更がある場合は

「本人情報変更」ボタンをクリックし、あなた自

身の情報の変更をしてください。 

 翌年のあなた自身の情報に変更がある場合は、いつ

から変更があるのかを発生年月日に入力してくだ

さい。（発生年月日は、変更がある年の 1/1～

12/31 迄で設定をしてください） 

④ 配偶者の扶養の変更や扶養親族の扶養の変更を

行う場合は、「家族情報変更」ボタンをクリック

して家族の一覧表を表示してください。 

 

⑤ 変更する対象者をクリックすると対象者の明細

情報にスキップします。 

⑥ 詳細を変更するカテゴリ欄の「編集」ボタンを

クリックし、明細入力欄を表示します。該当す

る項目を訂正して「保存」ボタンをクリックし

てください。 

 「扶養をしなくなった」「扶養をすることになった」

場合は、基本情報の「税扶養」欄より変更を実施し

てください。 

 家族の一覧表の「 」からの削除は行わないでく

ださい。 
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⑦ 扶養親族を追加する場合は「家族を追加する」

ボタンをクリックして、追加する家族を登録し

てください。 

 

⑧ 「基本情報」の保存後、「住所情報」「障害情報」

について入力してください。入力後は「保存」

ボタンをクリックしてください。 

⑨ 追加・訂正が完了した後は「表示の内容で申請

する」ボタンをクリックしてください。 

⑩ 「表示の内容で申請する」ボタンをクリックする

と扶養控除画面に訂正内容及び追加した扶養親

族等の内容が反映されます。反映した内容を確

認の上、「表示の内容で申告する」ボタンをクリ

ックして、翌年の扶養控除等（異動）申告書の

申告を行ってください。 

 

⑪ 翌年の申告が完了すると、申告ホーム翌年画面

に「✔」マーク及び「申告済・申告日」が表示さ

れます。 

 保険料控除申告書・住宅借入金特別控除申告書につ

いては、申告が不要のため申告禁止マークが表示さ

れております。 

 

「扶養控除等（異動）申告書」 

「基礎控除申告書兼配偶者控除申告書兼所得金

額調整控除申告書」の申告が完了します。 

 入力した内容によって「源泉控除対象配偶者」「配

偶者控除」「配偶者特別控除「所得金額調整控除」の

対象者等はシステム内で判定し印刷をします。但

し、申告が完了していない場合は途中経過となりま

す。 
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1-4 保険料控除の申告 

ご自身で支払いをしている「一般の生命保険」「介護医療保険」「個人年金保険」「社会保険料」「小規模企

業共済等掛金控除」についての申告をしてください。保険会社から郵送されている「保険料控除証明書」

を参照しながら入力してください。「保険料控除のお知らせ」では控除を受けることはできません。また、

電子的証明書が手元にある場合は「1-1 電子的控除証明書」の登録方法を参照してください。 

 手順1： 生命保険の初期表示の確認 

① 会社で給与天引き（団体保険）に加入している

場合は、事前に各保険の種別に明細が表示され

ています。 

 団体保険については、訂正や削除をすることはでき

ません。 

 明細の申告区分が「団体」と表示されています。 

 

 団体保険として取込対象の保険 

・ 一般の生命保険 

・ 介護医療保険 

・ 個人年金保険 

・ 地震保険 

・ 旧長期損害保険 

・ 確定拠出年金法に規定する企業型年金 

 

 

② 電子的控除証明書として取込を実施した保険料

について保険の種類別に明細が表示されます。 

 電子的控除証明書として取込を実施した保険料に

ついては、修正することができません。訂正が発生

した場合は削除の上、再取込を実施してください。 

 明細の申告区分が「電子」と表示されています。 

 

 手順2： 生命保険の追加する 

① 手元にある保険料控除証明書の保険の種類を確

認してください。「一般の生命保険」「介護医療

保険」「個人年金保険」「地震保険料控除/旧長期

損害保険」「社会保険料控除」「小規模企業共済

等掛金控除」のどれに該当するかを確認してく

ださい。 

 証明書は、年末調整を受ける年になっているかを確

認してください。 

 保険料控除証明書のお知らせでないことを確認し

てください。（保険料控除証明書となっていること

を確認） 
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② 保険料控除証明書の上部に控除を受けることが

できる保険の種類が記載されております。該当

する保険の種類を確認してください。 

「一般の生命保険」「介護医療保険」「個人年金保

険」「地震保険料控除/旧長期損害保険」「社会保

険料控除」「小規模企業共済等掛金控除」 

 

 

 

③ ②の保険料区分を確認し、保険料控除入力画面

の該当する保険料の設問を「はい」にしてくだ

さい。 

④ 「はい」にすることで「追加」ボタンが表示され

ます。「追加」ボタンをクリックして、保険料の

入力画面を表示します。 

⑤ 右側に保険料控除証明書のサンプルが表示され

ています。証明書サンプルの各該当項目を自身

の証明書と照らし合わせながら明細の入力をし

てください。 

 

⑥ 入力後は必ず「保存」ボタンをクリックしてく

ださい。 

 追加の保険料控除の証明書がある場合は、上記の 

②から⑥を繰り返して登録してください。 

 控除額はシステムで算出しますので、あなた自身で

計算する必要はありません。 

 

 手順3： 前年の保険料控除の明細を訂正する 

① 申請区分に「昨年」と記載されている保険料の

明細は、前年度控除を受けた明細になります。 

 

② 金額が変更になっている場合は「編集」ボタン

をクリックし、変更になっている保険料控除の

金額を訂正してください。訂正後は必ず「保存」

ボタンをクリックしてください。 
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③ 保険料控除自体を解約した場合は、「削除」ボタ

ンをクリックして保険料控除を削除してくださ

い。 

 削除した証明書の明細を復旧することはできませ

ん。間違えて削除した場合は、再度、入力し直しを

してください。 

  手順4： 追加した保険料を訂正する 

① あなたが追加した保険料の明細は申告区分「新

規」として表示がされます。 

 

② 訂正する保険料の明細欄の「編集」ボタンをク

リックし、入力画面を表示します。 

現在登録した内容が表示されますので、訂正箇

所を上書きしてください。 

③ 訂正完了後、必ず「保存」ボタンをクリックし

てください。 

④ 引続き訂正をする場合は、①〜③を繰り返して

ください。 

 

 手順5： 保険料控除を申告する 

① 全ての保険料控除登録完了後、「表示の内容で申

告する」ボタンをクリックして保険料控除の申

告を完了します。 

 入力・表示されている保険料控除の内容を確認の

上、「表示の内容で申告する」ボタンをクリックし

てください。 

 保険料控除の控除額が表示されています。上限額を

超過している保険料控除は控除を受けることはで

きません。 
 

電子的証明書データの取込結果として「適用制

度」「保険会社名」他同じ内容が重複して取込ま

れている場合は、アラートメッセージが表示さ

れます。 

重複データの取込が間違っていないかを確認し

て申請をしてください。 

 重複している保険料控除の種類が表示されます。内

容を確認し、重複している場合は削除してくださ

い。 
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② 重複データに問題がなければ、「はい」をクリッ

クして、申請用ダイアログが表示されます。そ

のまま申告する場合は「はい」をクリックして

保険料控除の申告を完了してください。 

 申告が完了した後に訂正をしたい場合は、管理部門

に連絡をして差戻しをしてもらってください。差戻

しをすることで訂正が可能となります。 

 

 

 手順6： 保険料控除の申告がない場合 

① 生命保険や地震保険・旧長期損害保険等、保険

料控除を受ける証明書がない場合は、申告ホー

ム保険料控除申告書のメニューボタンの下「保

険料控除なしで申告」ボタンをクリックしてく

ださい。 

 「団体保険」「電子的証明書」の保険がある場合は、

「保険料控除なしで申告」ボタンをクリックしても

申告はできません。生命保険等保険料控除の対象保

険に加入していない場合は、このボタンをクリック

してください。 

 

② 申告が完了すると保険料控除申告書の入力がで

きなくなります。確認の上、申告をしてくださ

い。 

 保険料控除の明細を入力する場合は、管理部門連絡

の上、差戻しをしてもらってから登録をしてくださ

い。 

 

 

 手順7： 保険料控除申告書を完了する 

① 「保険料控除なしで申告する」ボタンをクリック

することで保険料控除申告書の申告が完了しま

す。 
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② 保険料証明書の入力をして「表示の内容で申告

する」ボタンをクリックして保険料控除申告書

の申告が完了します。 

 

③ 「団体保険」「電子的証明書」以外の保険料控除

の入力をした場合は、「添付台紙」「戻る」ボタ

ンが完了画面に表示されます。「添付台紙」ボタ

ンをクリックすると証明書の提出用添付台紙が

印刷できます。 

④ 「添付台紙」印刷後、「戻る」ボタンで申告メニ

ューに戻ります。 

⑤ 「添付台紙」の印刷を忘れた場合、後から印刷す

る場合は、「 」マークより添付台紙をダウンロ

ードしてください。ダウンロードした添付台紙

を印刷し、証明書を貼付けて提出してください。 

 
 

 手順8： 添付台紙の説明 

① 「添付台紙」背景色がついている部分について

は、証明書の添付は不要です。 

 

② 「添付台紙」の申請区分が「新規」「超過」「前年」

については証明書の提出が必要になります。 

確認の上、証明書の提出を行ってください。 

 [申請区分]の説明 

団体：団体保険として取込が行われた保険料 

電子：電子的証明書として取込を行なった保険料 

新規：今年新たに登録した保険料 

昨年：前年新規として登録した保険料 

超過：保険料控除として登録しているが、 

控除額を超過している保険料 

 [提出する]場合 

添付台紙を本人チェックシートとして、内容をご

確認の上「チェック欄：本人」欄に✔を付けてくだ

さい。 

あなた自身の提出時のチェックシートとしてご利

用ください。 
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 手順9： 申告後に追加・訂正をする 

「申告完了後に証明書が出てきた」「よく見たら入力内容が間違っていた」等があった場合は、お手数 

ですが自社管理部門へご連絡ください。 

管理部門のご担当者様より差戻しをしてもらうことでメニュー画面にえんぴつマークが表示されるよう

になり、入力が可能となります。 
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1-5  住宅借入金等特別控除の申告実施について 

住宅借入金等特別控除を受ける場合は、住宅を取得した年に確定申告を行います。住宅を取得した所轄の

税務署から送付された「給与所得者の（特定増改築等）住宅借入金等特別控除申告書」が手元にあること

を確認してください。申告後、税務署からの申告書用紙の提出が必要です。 

 手順1： 住宅借入金特別控除を受ける 

① 住宅控除を受ける場合は、えんぴつマークをク

リックして住宅借入金特別控除の入力画面を表

示します。 

 
② 住宅借入金特別控除を受ける場合は「はい」に

変更し、入力画面を表示します。 

 

③ 「はい」に変更することで本人の住所の確認画面

が表示されます。 

④ 住民票住所と住宅控除を受ける住所が違ってい

る場合は、住宅控除を受ける住所を入力してく

ださい。 

⑤ 住宅控除を受ける種類を確認し、控除を受ける

該当項目欄を「はい」に変更してください。 

・ 新規又は購入した家屋に係る事項 

・ 家屋を増改築 

・ 震災による住宅控除の重複適用 

から選択してください。 

 

 

 

 

⑥ 手元にある用紙が、2019 年 10 月増税前の申告

用紙・2019 年 10 月増税後の申告用紙 どちら

であるかを確認してください。 
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⑦ 選択肢「（イ）居住開始年月日〜（ヲ）（特定増

改築等）住宅借入金等特別控除額」を選択した

場合は、増税前の申告画面が表示されます。 

 ⑧ 住宅借入金特別控除申告書の下段の購入時の情

報を、画面を参照しながら入力してください。 

 

 

 

⑨ 連帯債務者がいる場合は、連帯債務者情報を入

力してください。複数人の連帯債務者がいる場

合は、連帯債務者全員を登録してください。 

 複数の連帯債務者がいる場合は、連帯債務者別に連

帯債務者の氏名や連帯債務者の持分割合を入力し

てください。 

 

⑩ 借入金残高の入力をしてください。複数の金融

機関から借入をしている場合は、借入をしてい

る金融機関分の残高を入力してください。 

 連帯債務者がいる場合は、「区分：連帯債務残高」を

選択することであなた自身の持分残高を算出しま

す。 

 連帯債務者がいない場合は「区分：単独残高」を選

択してください。入力した残高がそのままあなたの

年末残高になります。  

⑪ 借換えをしている場合は、借換え「有無」を 

「あり」に変更してください。「借換え当初の金

額」「借換え前の年末残高」「借換え当初の借入

金額」「年末残高」の入力をしてください。 

 「借換え前の年末残高」「借換え当初の借入金額」

の入力は必ず行ってください。控除額を算出する上

で必要になります。 

 不明な場合は、あなた自身が借入をしていた金融機

関に確認をしてください。 

 

  



プロセス型操作手順書 

 

36 

⑫ 年末残高を入力することで、連帯債務者がいる

場合は、残高より本人の持分についての借入金

の計算をします。 

 ⑩⑪より、あなたの持分割合での円末残高を算出し

表示します。 

 

⑬ 住宅借入金特別控除を受ける適用区分の選択を

します。 

 居住開始年月日と適用区分を選択することで、控除

額を算出します。 

 

⑭ 適用区分をクリックすると「適用区分名」が一

覧表示されます。該当する区分を選択してくだ

さい。 

⑮ 選択する区分が分からない場合は、自身の住宅

借入金特別控除申告書の証明書のⅠに記載され

ている内容を「証明書のⅠの記載内容を選択し

てください。」から選択してください。 

⑯ 居住開始年月日後ろに「特例」「特別特定」「特

別特例」が記載されているかを確認してくださ

い。 

  ⑮⑯の内容を選択することで、適用区分が自動選

択されます。 

⑰ 居住開始年月日と適用区分により、控除額を算

出します。 

 上限額を超えて控除を受けることはできません。 
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 手順2： 住宅控除を受けない ① 

① 申告ホームの「住宅借入」下の「住宅控除なし

申告」ボタンをクリックすると申告が完了しま

す。 

 

② 住宅控除を受けない場合は、確認で「はい」を

クリックすることで、「住宅控除を受けない」申

告が完了します。 

 

 

 手順3： 住宅控除を受けない ② 

① 住宅借入金特別控除の画面を表示してから申告

することができます。「住宅控除」のえんぴつマ

ークをクリックして住宅控除の申告画面を表示

します。 

 

② 「住宅借入金等特別控除の申告を実施します

か？」の設問に回答をしてください。 

住宅控除を受けない場合は、「いいえ」のまま 

「表示の内容で申告する」ボタンをクリックして

ください。 

 「いいえ」のまま申告することで、「住宅控除を受

けない」申告が完了します。 
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 手順4： 住宅控除を申告する 

① 「住宅借入金特別控除を受ける」の手順に従い、

住宅控除の詳細入力完了後、「表示の内容で申告

する」ボタンをクリックして住宅控除の申告を

完了してください。 

 複数の控除を受ける場合は、該当する箇所を「はい」

にして詳細を入力してください。 

 控除を受ける場合「新築又は購入」「増改築」「震災

による重複控除」の種類がありますのであなた自身

の証明書を確認の上、入力してください。 

 申告完了後に訂正をする場合は、管理部門に連絡を

してください。管理部門の方に差戻しをしてもらう

ことで訂正が可能となります。 

 

② 申告完了画面に「添付台紙」ボタンが表示され

ます。ボタンをクリックすることで住宅控除の

添付台紙を表示します。提出書類を添付台紙に

貼付けて提出してください。 

 

③ 申告確認画面より添付台紙の印刷を忘れた場合

は、申告メニューの住宅控除「クリップ」マー

クより、添付台紙を印刷してください。 

 添付台紙は、「申告完了画面」又は「申告ホーム」よ

り印刷をしてください。 

 

  



プロセス型操作手順書 

 

39 

1-6 添付台紙の印刷・提出 

 手順1： 申告完了画面から添付台紙を印刷する 

① 各種申告完了画面に添付台紙が必要な場合は、

「添付台紙」印刷ボタンが表示されます。添付台

紙印刷ボタンより、添付台紙を印刷して証明書

を貼付けてください。 

 

 添付台紙印刷ボタンが表示される条件 

[扶養控除等（異動）申告書] 

・ 国外居住扶養親族（配偶者含む）がいる場合 

・ 本人または扶養親族（配偶者含む）が障害者

である場合 

・ 本人が学生の場合 

[保険料控除申告書] 

・ 自身で支払をしている保険 

（生命保険・損害保険・社会保険・小規模企業

共済等掛金） 

会社の給与より保険料を控除している場合や

電子的証明書の取込を行った場合は保険料控

除の対象外となります。 

[住宅借入金特別控除申告書] 

・ 住宅借入金特別控除を受けた場合 

[源泉徴収票] 

・ 前職給与の源泉徴収票を入力した場合 

 

 

 

 

 手順2： 申告ホームより添付台紙を印刷する 

① 申告完了画面より、添付台紙の印刷を忘れた、

近くにプリンターがなく印刷できなかった等、

完了画面から印刷をしなかった場合は、申告ホ

ームの各メニュー下の「 」マークより、添付

台紙を印刷してください。 

 

 何度でも印刷をしていただくことができます。 

 申告書を訂正し添付台紙の訂正が発生した場合は、

添付台紙を再度印刷し変更した証明書を貼付けて

提出してください。 
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1-7 年末調整を完了する 

各申告ホームの申告が完了すると年末調整が完了します。申告書完了後、添付台紙が該当している申告書の

証明書を貼付けて提出することですべての年末調整に関連する申告が完了します。 

 手順1： 申告が完了する 

① 申告ホームのメニューが全て「✔」マークにな

ることで申告が完了します。 

 

② 申告ホーム上部の進捗表示部分が「完了」と表

示されることで申告が完了します。 

 申告ホームの「 」が表示されているメニューは、

添付台紙（本人のチェックシート）の対象となる申

告書となります。 

 申告ホームの「 」が表示されているメニューは、

各種申告用紙を印刷することができます。 
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 手順2： 添付台紙に証明書を貼付ける 

各添付台紙を印刷し、それぞれの台紙に証明書を添付してください。氏名や添付台紙に印刷されている

内容を見えるように添付してください。 

［扶養控除等（異動）申告書］  

① 国外居住扶養親族（配偶者含む）がいる場合は、

各扶養親族人数分の「親族証明書」「送金証明書」

を添付してください。 

 親族証明書は、あなたとの続柄が分かるようにして

ください。（続柄が記載されている部分に〇を付け

る等） 

 

② 障害者手帳については、各該当者分をコピーし

て添付してください。 

③ 勤務しているあなた自身が学生の場合は、学生

証のコピーを添付してください。 

［保険料控除申告書］  

① 自身で支払をしている、入力した保険料控除の

証明書を添付してください。 

 添付台紙のあなたの氏名や社員番号、及び印刷され

ている内容が見えるように貼付けてください。 
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[住宅借入金特別控除]  

① 税務署から郵送されている「住宅借入金特別控

除申告書」用紙に残高証明書を添付してくださ

い。 

 申告用紙・残高証明書が年末調整実施年のものであ

ることを確認してください。 

 申告書や残高証明書がコピーの場合は、控除を受け

ることができません。 

 申告用紙が紛失した場合は、最寄りの税務署に用紙

の再発行等についてお問合せください。 

 連帯債務者がいる場合は、申告用紙はあなた自身の

用紙になっていることを確認してください。 

 連帯債務者がいる場合は、残高証明書があなた自身

の証明書であることを確認してください。 

 連帯債務者がいる場合は、備考欄に連帯債務者の情

報が記載されていることを確認してください。 

 

[前職源泉徴収票]  

① 源泉徴収票を入力した場合は、入力した源泉徴

収票を添付してください。 

 入力した源泉徴収票を添付してください。 

 添付した源泉徴収票が年末調整該当年であること

を確認してください。 
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