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【お断り】
本書は、Microsoft Windows 7の環境で作成しています。Microsoft Windows 10/8やVistaでは、画面および表記等が異な
ることがあります。
本書の解説では、『弥生給与16』の画面を使用しています。
本書は、2016年 8月現在の製品仕様により作成しています。
そのため、本書の記載事項や画面などと、製品仕様が異なる場合も生じますことを、あらかじめご了承ください。
また、ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、弊社にご連絡ください。
弥生製品のサポートは、サポート加入状況によって、サポート・サービスの対象となる機能や環境が異なります。詳細は『あんしん
保守サポートガイド』でご確認ください。

『弥生』は、弥生株式会社の登録商標です。
Microsoft、Windows、Windows Server、Windows Vista、SQL Server、Internet Explorer、Outlook、Excel は、米国
Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Adobe、Adobe Reader、Adobe Acrobat Reader DCは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国およ
び他の国における登録商標または商標です。
その他、記載された会社名およびロゴ、製品名などは該当する各社の登録商標または商標です。
本文中、®マークは明記しておりません。

【マニュアル中の表記について】
マニュアルで使用している表記には、次のような意味があります。
• 『弥生給与』：『弥生給与』製品を表しています。
• 『やよいの給与計算』：『やよいの給与計算』製品を表しています。
• 弥生給与：『弥生給与』と『やよいの給与計算』の両製品を表しています。



新機能と変更点（Ver.19.4.1）
弥生給与16（Ver.19.4.1）の新機能と変更点について紹介します。
詳細は、マニュアルまたはヘルプを参照してください。

厚生年金保険の標準報酬月額表の改定への対応

平成24年の国民年金法等の一部の改正により、短時間労働者の厚生年金保険・健康保険の適用対
象が拡大されました。
この改正は、平成28年 10月1日から施行されます。
また、この改正に伴い『標準報酬月額保険料額表 ( 標準報酬月額表 ) 』が改正されます。
弥生給与では、［法令基準改定］ダイアログから『標準報酬月額保険料額表』を更新することができ
ます。
『標準報酬月額保険料額表』の更新は、平成28年10月度の健康保険料を徴収する月への月度更
新時に行います。
この更新により、厚生年金保険に標準報酬月額 88,000 円の等級が第 1 級として追加され、全
31等級となります。
また、従来の第 1 級（標準報酬月額 98,000 円）に該当していた従業員のうち、報酬月額が
93,000円未満の従業員は新しい第1級に改定され、保険料が自動的に変更されます。

更新後は、標準報酬月額88,000円の等級が第1級
となります。
従来の第 1 級は第 2 級となり、以降第 31 級まで等
級が繰り下げられます。
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新機能と変更点（Ver.19.3.1）
弥生給与16（Ver.19.3.1）の新機能と変更点について紹介します。
詳細は、マニュアルまたはヘルプを参照してください。

健康保険の標準報酬月額の上限および標準賞与額の年間上限の引
き上げへの対応

平成 27 年の医療保険制度等の改正により、健康保険の標準報酬月額上限額が 121 万円から
139万円、等級の上限が第47級から第50級に引き上げられました。
標準賞与額も年間累計の上限が540万円から573万円に引き上げられます。
この改正は、平成28年4月度の健康保険料から適用されます。
また、この改正に伴い『標準報酬月額保険料額表 ( 標準報酬月額表 ) 』が改正されます。
弥生給与では、［法令基準改定］ダイアログから『標準報酬月額保険料額表』を更新することができ
ます。
『標準報酬月額保険料額表』の更新は、平成28年4月度の健康保険料を徴収する月への月度更新
時に行います。
なお、これまで標準報酬月額の等級が第47級だった従業員については、等級が変更される場合が
あります。年金事務所等から送られてくる通知書に従って等級の設定を変更してください。

更新後は第 48 級から第 50 級
が追加されます。
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通勤手当の非課税限度額の引き上げへの対応

平成28年の税制改正により、通勤手当の非課税限度額が月額10万円から15万円に引き上げ
られました。
この改正は、平成28年 1月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。
弥生給与では、［法令基準改定］ダイアログから『通勤費の非課税限度額』を更新する必要がありま
す。

扶養親族等のデータをエクスポートする機能を追加（『弥生給与』
のみ）

［扶養親族等］ウィンドウで、扶養親族等のデータをエクスポートする機能を追加しました。
エクスポートしたデータは、株式会社 NTT データの「データ管理の達人」にインポートすること
ができます。

株式会社NTTデータの「データ管理の達人」から出力されたマイナ
ンバーデータをインポートする機能を追加（『弥生給与』のみ）

株式会社NTTデータの「データ管理の達人」でエクスポートしたマイナンバーデータをインポー
トする機能を追加しました。
マイナンバーデータのインポートは、［マイナンバー管理］ウィンドウで行うことができます。

従業員と家族、給与支払者の個人番号を一括して削除する機能を
追加

従業員と家族、給与支払者の個人番号を一括して削除する機能を追加しました。
個人番号の一括削除は、［マイナンバー管理］ウィンドウで行うことができます。

更新後は非課税限度額が
150,000円になります。
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新機能と変更点（Ver.19.2.1）
弥生給与16（Ver.19.2.1）の新機能と変更点について紹介します。
詳細は、マニュアルまたはヘルプを参照してください。

源泉徴収票の様式変更

平成28年分から『給与所得の源泉徴収票』の様式が変更されました。
平成28年1月以後に給与を支払い、従業員の退職などにより『給与所得の源泉徴収票』を交付す
る必要が生じた場合は、平成28年分の様式を使用する必要があります。

弥生給与では、退職者に交付する『給与所得の源泉徴収票（受給者交付用）』を平成28年分の様式
で印刷できるようになりました。

●弥生給与の対応
• 控除対象配偶者の有無等を記載する欄の様式の変更に対応しました。
• 配偶者および扶養親族に関する情報を新しい様式で印字できるようになりました。
なお、配偶者および扶養親族に関する情報の印字では、次の制限があります。
• 5人目以降の控除対象扶養親族、5人目以降の16歳未満の扶養親族は印字できません。
• 配偶者特別控除の対象となる配偶者は印字できません。
• フリガナは印字できません。
•「区分」欄は印字できません。
• 非居住者である配偶者および扶養親族の数は印字できません。

• 税務署提出用、給与支払報告書の出力には対応していません。
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新機能と変更点（Ver.19.1.1）
弥生給与16（Ver.19.1.1）の新機能と変更点について紹介します。
詳細は、マニュアルまたはヘルプを参照してください。

マイナンバー制度への対応

平成28年分の給与所得者の扶養控除等（異動）申告書にマイナンバーを印字できるようになりま
した。
平成28年分の給与所得者の扶養控除等（異動）申告書の印刷画面で［従業員と家族の個人番号を
印字］にチェックを付けると、従業員と家族の個人番号を印字できます。
また、法人番号を登録済みの場合は、自動で印字されます。
なお、従業員に配布する帳票であるため、給与支払者の個人番号については、登録済みであっても
印字されません。

［従業員と家族の個人番号を印字］が
追加されました。
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新機能と変更点（Ver.19.0.1）
弥生給与16（Ver.19.0.1）の新機能と変更点について紹介します。
詳細は、マニュアルまたはヘルプを参照してください。

マイナンバー制度への対応

平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要になります。
平成27年10月から、住民票を有するすべての方1人1人に12桁のマイナンバー（個人番号）
が通知されます。また法人にも13桁のマイナンバー（法人番号）が指定されます。
これに伴い、会社も社会保障や税の手続きで、従業員やその家族のマイナンバーを取り扱うこと
になります。

弥生給与では、［マイナンバー管理］ウィンドウなどのマイナンバーを取り扱うための機能を追加
しました。

［マイナンバー管理］ウィンドウでは、従業員やその家族のマイナンバーの登録、変更、削除などを
行うことができます。
マイナンバー取り扱い担当者のみが、［マイナンバー管理］ウィンドウでマイナンバーを取り扱う
ことができます。

マイナンバー制度についての詳細は、内閣官房のマイナンバーのホームページでご確認くださ
い。
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ユーザー管理とデータ保護の強化

マイナンバーを含む個人情報は特定個人情報として、厳重な安全管理が法律で義務付けられてい
ます。
弥生給与では、マイナンバー制度への対応に伴い、ユーザー管理機能を追加して、これまでのデー
タ保護設定を強化しました。

［ユーザー設定］ダイアログでは、弥生給与を使用するユーザーを登録します。
ユーザーの氏名や業務の担当範囲、パスワードの設定を行います。
マイナンバーを取り扱う場合は、マイナンバー取り扱い担当者を設定します。

給与所得控除の見直しへの対応

平成 26 年度の税制改正によって、給与所得控除の上限が 1,500 万円から 1,200 万円に引き
下げられることになりました。
この改正は、平成28年分の所得税について適用されます。
これに伴い、『給与所得の源泉徴収税額表（月額表、日額表）』『賞与に対する源泉徴収税額の算出率
の表』が改正されます。
弥生給与では、平成 28 年 1 月に月度更新する際に表示される［法令基準改定］ダイアログから、
『給与所得の源泉徴収税額表（月額表）』『賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表』を更新するこ
とができます。

児童手当拠出金の名称変更への対応

平成27年 4月より、「児童手当拠出金」の名称が「子ども・子育て拠出金」に変更されました。
弥生給与では、［給与規定］ウィンドウの［社会保険］タブにある保険料（掛金）負担率の表や、［社会
保険料集計表］ウィンドウに表示される名称を「子ども・子育て拠出金」に変更しました。
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