アップデート５．３９のご案内
拝啓時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 平素は、「社労法務システム」を御愛顧いただきまして誠に
ありがとうございます。
さて、このたび下記の内容のソフトウェア アップデートを行いましたので、ご確認下さい。

敬具

記
アップデート 5.39
＜概要＞
１．給与計算の機能強化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２

給与計算の一括計算にて個人を選択できるように機能を強化しました

２．提出代行に関する証明書の新用紙対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２

ＧビズＩＤ対応の新用紙に対応しました

３．賞与計算前処理での確定拠出年金の控除追加 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２

賞与前処理での前月社会保険料控除後額に確定拠出年金を追加しました

４．全銀銀行コードの更新 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２

共通銀行マスターで使用できる全銀銀行コードを更新しました

５．イージアＺｅｒｏ個人データ送受信の差分チェック機能追加

・・・・・・・・・・・・・・・

３

イージア Zero 個人データ送受信に、データを書き込む前に差分を確認できる機能を追加しました

６．明細Ｚｅｒｏ機能追加 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

５

Zero ファイル出力と同時にアップロードを行える機能を追加しました
明細 Zero で使用できる賞与明細の種類が増えました

７．その他改善と不具合の対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

６

１）賃金台帳（Ａ４用紙）の不具合対応
２）個人基本情報登録画面等にて事業所を切り換え実施後に一部項目が表示されない場合の不具合対応
３）一括申請の被扶養者異動届にてマイナンバーが無くても「続柄確認済み」になる場合の不具合対応

８．次回以降のアップデート予定について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
※

次期ｅ－Ｇｏｖシステムについてのお知らせ
2020 年 9 月末に次期ｅ－Ｇｏｖシステムに変わります
※ e-Gov サイトからの一括申請機能が廃止されます

※

ローカル環境での電子申請のサポート終了のお知らせ
社労法務クラウド（ASP）システムをご利用の方は必ずお読みください

アップデート時のご注意
インストールは、メニュー画面も含めて全ての「社労法務システム」画面を閉じた状態で行って下さい。
「シャルフ」の画面が開かれた状態でインストールを行いますと、インストールが正常に行われませんのでご注意下さい。
（ 今回は メニューの変更はありません。 ）
今回のアップデートでは データベースの変更を含んでおります ので、複数台のパソコンで「社労法務システム」をご使用の
場合には、ＬＡＮで接続されたパソコンでも、全ての「社労法務システム」画面を閉じた状態にしておいて下さい。
又、同じ日に全てのパソコンのインストールを完了するようにして下さい。
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６

アップデート内容
１．給与計算の機能強化
給与計算の月例データ入力画面で、全員の給与計算を一度にやり直す 「一括再計算」 がありましたが、
今回のアップデートにより、全員の一括計算だけではなく、個人を選択して一括計算することができるように改善しました。
体系や部門を指定して個人を選択することもできます。
一括計算を実施する際は下の画面が表示されます。 全員を計算するか指定した人だけを計算するか指定してください。

２．提出代行に関する証明書の新用紙の対応
ＧビズＩＤに対応した新用紙が公開されましたので対応を行ないました。
新たに提出代行に関する証明書を印刷する場合や顧問先情報に変更があった場合は新しい用紙をお使いください。
※ 顧問先の情報に変更等が無い場合は今までの提出代行に関する証明書は継続して申請に使用できます。

３．賞与計算前処理での確定拠出年金の控除追加
賞与計算前処理で、前月社会保険料控除後額を算出する際に、前月の確定拠出年金を控除していなかったので
控除するように改善を行ないました。
（前処理で確定拠出年金が控除されていない場合でも年末調整にはこの額が反映されるようになっていましたので、
年末調整が適切に実施されていれば、年税額は正しく計算されていました）

４．全銀銀行コードの更新
銀行・支店の合併・新設・廃止等により、共通銀行マスタ登録画面で追加時に表示する銀行一覧を更新しました。
・下記の銀行が削除されています。 （全銀銀行コードがなくなりました）
全銀銀行コード
626
1742
6426
6789
6805
6810
6823

銀行名
イタウ・ウニバンコ
日生信金
三方原開拓農協
福井市南部農協
永平寺町農協
花咲ふくい農協
春江農協

全銀銀行コード
6832
6836
6841
6860
6863
7768
7794

銀行名
テラル越前農協
福井丹南農協
越前丹生農協
敦賀美方農協
若狭農協
岡山東農協
岡山西農協

全銀銀行コード
7825
7847
7859
7868
7889
8934

銀行名
倉敷かさや農協
阿新農協
真庭農協
津山農協
勝英農協
玉名市大浜町農協

・下記の銀行の銀行名が変更されています。（全銀銀行コードに変更はありません）
全銀銀行コード
39
1743
6785
7837

銀行名
変更前
じぶん
備前信金
福井市農協
びほく農協

変更後
ａｕじぶん
備前日生信金
福井県農協
晴れの国岡山農協

・その他、銀行の合併・新設・廃止の関連で支店の統廃合・名称変更等が発生しています。
・変更関連の銀行については共通銀行マスター登録画面でご確認・変更をお願いします。
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５．イージアＺｅｒｏ個人データ送受信の差分チェック機能追加
イージア Zero とデータ送受信を行う際、具体的にどのようなデータが書き込まれるのか確認できなかったため、
変更されるデータがどのようなものなのか確認したうえで書き込みができるよう、個人の送受信に差分チェック機能を
追加しました。
１） 「３１ イージア Zero」メニュー内の 「データ送信」、「データ受信」より、イージア Zero とデータの送受信ができます。

2） 送信・受信する個人を選択を選択し、「Esia-Zero から送信」・「Esia-Zero から受信」ボタンをクリックします。
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６．イージアＺｅｒｏ個人データ送受信の差分チェック機能追加

続き

3） 差分チェック画面が表示されます。

① 新規追加・変更される個人の件数や、変更されるデータの個数が表示されます。
変更されるデータの個数は、基本情報や社会保険情報といったように種類ごとに別けて表示がされ、クリックすることで該当
情報に画面を切り替えることができます。
② 書き込まれるデータが一覧で表示されます。
背景が薄い赤色で表示されているデータは、書き込むことでデータが変更される箇所です。
「選択」のチェックを外すことで該当情報の書き込みをやめることができます。
③ 変更されるデータの詳細が表示されます。
②の一覧で、確認したい変更箇所をクリックすることでその詳細がここに表示されます。
書き込むデータに問題がなければ、「送信」・「取込」ボタンをクリックし、データを書き込みます。
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７．明細Ｚｅｒｏ機能追加
１）Zero ファイル出力と同時にアップロードを行える機能を追加しました。
Zero ファイルを出力すると、アップロードの確認ﾒｯｾｰｼﾞが表示されます。

「はい」をクリックすると、アップロード画面が表示されます。

「公開日」等、必要な情報を設定し「アップロード」をクリックすることで、Zero ファイルのアップロードが行われます。
2）明細 Zero で使用できる賞与明細の種類が増えました。
給与明細で使用できる下記デザインが賞与明細でも使用できるようになりました。

・Meisai-Zero
・Meisai-Zero
・Meisai-Zero
・Meisai-Zero
・Meisai-Zero
・Meisai-Zero
・Meisai-Zero

A5 カラー
Type-A
Type-B
Type-C
Type-D
Type-E
Type-F

その他、イージア Zero 側にも新機能がつきました。詳しくは Esia-Zero ウェブサイトのお知らせ欄をご覧ください。
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８． その他改善と不具合対応
１） 賃金台帳（Ａ４用紙）の不具合対応
賃金台帳の手入力画面にて勤怠見出の変更を行った場合、休日労働日数欄の名称を変更した場合に
同じ名称が２行印刷されてしまう不具合が報告されましたので対応を行ないました。
２） 個人基本情報登録画面等にて事業所を切り換え実施後に一部項目が表示されない場合の不具合対応
個人基本情報画面で、事業所の個人データを表示した後で、事業所選択画面を表示して別の事業所に切り換えた場合
部門名称や資格名称、体系名称などが一時表示されなくなる場合があるとの報告がありましたので対応を行ないました。
３） 一括申請の被扶養者異動届にてマイナンバーが無くても「続柄確認済み」になる場合の不具合対応
配偶者はマイナンバーが登録されているが、一部の被扶養者はマイナンバーが登録されていない場合などで
マイナンバーが登録されていない人にも「続柄確認済み」がセットされる場合があるとの報告がありましたので
対応を行ないました。

９． 次回以降のアップデート予定について
賃金台帳の改善 （勤怠と支給、控除項目の拡大。 給与明細を利用した機能追加）
算定基礎届（CD 申請）の最新仕様による対応 （健保組合と基金団体のみ対応）
被扶養者異動届の新用紙の対応 （国内居住要件関係の追加）
厚生年金保険標準報酬月額の改定 （本年９月に改定予定）
労基法改正に伴う 「年次有給休暇管理簿の機能追加」
第２弾
※ 実際のアップデートについては各対応が出来次第お送り致します。
※ アップデート予定については予告なく変更される場合があります。 また、順番についても状況等により変更となる場合があります。

次期 e-Gov システムについてのお知らせ
2020 年 9 月末に次期ｅ－Ｇｏｖシステムに変わります
次期 e-Gov システムへの切替をもって、e-Gov からの一括申請機能が廃止されます。
現在、一括申請にて作成された申請ファイル（ZIP 形式）を e-Gov のパーソナライズにログインして申請している方は
社労法務システムＡＰＩからの申請に切り替えていただきますようお願いいたします。

社労法務クラウド（ASP）システムをご利用の方へのお知らせ
ローカル環境での電子申請（社労法務ＡＳＰローカル版メニューより申請）をご利用のユーザー様へ
前回アップデートを持って、ローカル版メニューのサポートを終了させていただきました。
2020 年 1 月 1 日 以降、メニューの下記処理は使用できなくなっています。
１．社保雇用業務メニュー
１） ローカルシステムの環境設定
２） ローカルよりＤＢアップロード
３） 一括申請 （ローカル）
２．労働保険業務メニュー
１） 一括申請 （労働保険適用徴収：ローカル）

－ 6 －

