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平成 30 年度 

労働保険年度更新⼿順  

はじめに 

平成 30 年度の労働保険年度更新作業をご案内いたします。 

・平成 30 年度の変更点 

特別加入保険料率・加入労災保険率・労務比率が改定されました。 

詳細な改定内容は下記 URL より参照ください 

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-

Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000188414.pdf 

・一括有期事業報告書の請負金額についての消費税取り扱い方法の 28 年度版に対応しています。 

一括有期事業入力で請負金額を入力する際、平成 27 年 4 月 1 日以降開始分については、          

税抜きでご入力ください。  

※暫定処置については自動計算されます。 

一括有期事業：請負金額の消費税取り扱い方法 

事業開始時期 工事の開始日 請負金額の

消費税の扱い 

暫定措置の適

用の有無 

平成 24 年 3 月 31

日以前開始 

①平成 25 年 9 月 30 日以前 消費税(5%)

相当額を含む 

なし 

平成 27 年 3 月 31

日以前開始 

②平成 25 年 10 月 1 日 

 ～平成 27 年 3 月 31 日 

消費税(8%)

相当額を含む 

あり(請負金額に

105/108 

を乗じる) 

平成 27 年 4 月 1

日以降開始 

③平成 27 年 4 月 1 日以降 消費税相当

額を含まない 

なし 

賃金総額算出方法 

① 賃金総額=消費税込み請負金額×労務費率 

② 賃金総額=消費税込み請負金額×暫定措置 105/108×労務費率 

③ 賃金総額=消費税抜き請負金額×労務費率 
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※➀の平成 25 年 9 月 30 日以前の工事開始については消費税込み請負金額×労務費率で計算さ

れないといけないですが、現在社労夢：4：一括有期事業入力画面で計算いただくときに、判断ができ

ず、暫定措置がはいってしまいますのでもし 25 年 9 月 30 日以前の工事開始日を入れ計算する場合は

賃金算定の入力方法でお願いします。(マニュアル P５ページ  賃金算定入力方法参照) 

 

作業環境について 

 この⼿順書での(当初)作業環境は平成 28 年度確定・平成 29 年度概算です。  

社労夢上の年度が正しいことをご確認ください。   

【参考】 労働保険年度更新作業を「平成 28 年度確定・平成 29 年度概算」以前から運用開始する場合は 

以下の作業を実施してください。  

1. 基本台帳→7:システム設定→[労働保険詳細]の年度を「確定年度：平成 27 年」「概算年度：平成 28

年」としてします   

2. 基本台帳→2:事業所台帳→労働保険タブで事業所基本情報を入力し、申告済み概算保険料に 

平成 28 年度概算保険料を入力した後、このマニュアルの「年度更新のながれ」の「申告済み概算保険料の

照合」以下の⼿順を実施してください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



p. 3  

  

年度更新作業のながれ  

1. 平成 29 年度分の登録が完了していることを確認します  

平成 28 年確定・平成 29 年概算の保険料納付、期中での増減など、29 年度分の情報を全て 

入力されていることを確認します。  

※年次繰越操作の実⾏後は平成 2８ 年確定・平成 2９ 年概算分のデータは表⽰・印刷等ができなくなり

ます。各帳票類の控え等も出力してください。  

2. 年次繰越する前に社労夢のデータを保存します  

基本台帳→「31:データ保存」で⾏います。  

※繰越処理では多くのデータの更新処理⾏うため、更新処理中に何らかのトラブルが起こりますと更新前の状

態に戻す事が不可能になる可能性がありますので、万が一に備えての作業です。必ず⾏って下さい。  

データ復元は、基本台帳→「32:データ復元」で⾏えます。 

 (データ保存・復元中は、他の ID で社労夢を使用しないようにお願いいたします) 

3. 事業廃⽌の処理状況を確認します  

労働保険→[17:年次繰越]の「削除対象者一覧」で平成 29 年 3 月 31 日までに事業廃⽌された労働

保険番号を印刷して、事業廃⽌処理に漏れが無いことを確認して下さい。  

※削除対象事業所一覧で表⽰された労働保険番号の情報は年次繰越処理によって削除されます。  

【詳細】P.5 委託解除の対象事業所の確認  

4. 社労夢の年次繰越処理を実⾏します  

労働保険→「17:年次繰越」で「年次繰越」を選択して実⾏します。   

※「年次繰越」オプションの「料率更新」の「労働保険料率マスタを更新する」のチェックが入った状態で⾏ってくだ

さい。また、繰越後は労働保険→[16:保険料率表]にて料率が変更されていることをご確認ください。  

【詳細】P.６年次繰越処理画面の設定について  

【詳細】P.７年次繰越処理の実⾏ 

5. 申告済み概算保険料の照合を⾏います  

労働保険→[22:事業所名簿]を印刷し、申告済概算保険料の照合を⾏います。   

 ※申告済概算保険料が合わない場合は、事業所台帳→労働保険タブにて申告済概算保険料を修正しま

す。  

6. 平成 29 年度の確定保険料の入力を⾏います  

労働保険→ [１:概算・確定申告書][2:月別確定賃金入力][3:一括有期事業入力][4:一括有期総括

入力] のいずれかで⾏います。  

※[2:月別確定賃金入力]で 29 年確定賃金を登録すると、[１:概算・確定申告書]に自動反映されます。 
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【補足】 

基本台帳→５か６の賃金データ入力に賃金を登録していれば[2:月別確定賃金入力]の 

自動配置を押すと、賃金の取込ができます。 

 

※[3:一括有期事業入力]を登録すると[4:一括有期総括入力]に自動反映されます。 

【補足】  

労働保険→14：一括有期事業開始届を登録していれば、[3:一括有期事業入力]に 

  データを取込することが出来ます。 
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●賃金算定（請負代金が不明で、賃金を直接入力し保険料を計算すること）の入力方法 

労務費率を消していただき、賃金総額を直接入力します 

そうすることで、賃金と保険料率をかけて計算が可能です 

 

 

 

 

 

 

7. 提出資料や保管資料を作成します   

労働保険→  

＜主な印刷帳票＞   

1:概算・確定申告書  

2:確定保険料算定基礎賃金計算書 （労働保険→２：月別確定賃金入力より印刷） 

3:一括有期事業報告書  

4:一括有期総括表   

 

委託解除の対象事業所の確認  

1. 労働保険→[17:年次繰越]を開きます  

2. 削除対象者一覧を選択します 

3. 【実⾏】をクリックします 
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年次繰越処理で削除される労働保険番号の一覧が出力されます。  

委託解除されている事業所でこの一覧に入っていない事業所がないかを確認してください。  

削除対象事業所一覧で表⽰された労働保険番号の情報は年次繰越処理によって削除されます。  

年次繰越処理画面の設定について  

  

1. 年次繰越  
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年次繰越処理をする際に選択します。  

2. 年次繰越前に復元選択して実⾏することで年次繰越前の状態に戻ります。  

※年次繰越処理実⾏後に選択可能となります。  

※繰越後に入力した情報(※1)が消えます。  

※1 労働保険情報（事業所台帳や従業員台帳は削除されません）労働保険→[1:概算・確定申告書] 

や[2:月別確定賃金入力]、[3:一括有期事業入力]等の情報が削除対象となります。  

3. 年次繰越オプション→料率更新  

年次繰越実⾏時には必ずチェックを入れてください。  

4. 事業所の情報削除  

※日付を変えないでください。  

5. クリアオプション  

※通常チェックを入れておいて下さい 。 

チェックを外して繰越をすると、28 年確定に登録している情報が 29 年確定に、 

29 年概算の情報が 30 年概算に反映されます。 

6. 一括有期事業開始のデータの削除    

年次繰越処理の実⾏  

1. 労働保険→[17:年次繰越]を開きます  

2. 年次繰越を選択します  

3. 「労働保険料率マスタを更新する」には必ずチェックを入れます  

4. [実⾏]をクリックします  
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5. [はい]をクリックします  

6. [OK]をクリックします  

  

社労夢システムの年次繰越処理は以上で完了です。  

 

・社労夢の給与システムお使いの方へ 

給与計算している事業所で、給与計算結果が、社労夢-基本台帳-5・6 賃金データ入力画面に反映し

ていないので月別確定賃金入力画面に賃金が自動配置できない、以下の処理を⾏ってください。 

この表⽰が出る場合は新料率に対応した社労夢のバージョンアッ 

プができておりません。   

バージョンアップされるまでお待ちください。   

※ログイン画面のお知らせにてご確認いただけます。   
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再度給与システムより、随時処理-データ処理-賃金連動再作成にて、連動したい該当の給与欄：作成

にチェックを入れ、実⾏することで給与データが社労夢-基本台帳-5・6 賃金データ入力画面に反映しま

す。 

 

※基本、過去マスタを参照にチェックをしてください 

現在のマスタを参照にチェックをし、この処理をする現在の処理月より過去の給与を作成してしまうと、 

現在のマスタの設定で過去給与データも社労夢と連動してしまいます。 

（例えば過去は固定賃金だったが、現在は非固定賃金の場合、過去の給与データは固定賃金として社

労夢へ連動させないといけないのに、非固定賃金として連動させてしまいます） 

※「配置済データは、労働保険番号及び労使区分等について、従業員台帳を参照して上書きする」のチ

ェックは基本的に入れません。 


