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がよく分かるガイド

支給項目（各手当）の説明、控除項目（社会保険料・労働保険料・税金）の
説明など給与計算に欠かせない要素を学んでみましょう。
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給与明細の支給とは

ここからは支給項目について解説していきます。まずは給与明細書にどん

なことが記載されているのか、内容を確認してみましょう。
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給与明細の支給とは

給与の詳細内容が記載されているものを給与明細書と言います。企業が従業員に給与を支払う際に、合わせて渡されます。
下図は、マネーフォワード クラウド給与の給与明細書画面です。勤怠・支給・控除・差引合計の4つから構成されています。

給与明細の見方

❶ 勤怠

給与明細書画面

❷ 支給 ❸ 控除 ❹ 差引合計

❶ 勤怠

出勤日数や労働時間、残業時間、遅刻・早退・欠勤や

年次有給休暇の取得などの勤務にかかわるものです。

「締日」とは、賃金を計算する期間の最終日、「支給日」と

は賃金を支払う給料日となります。例えば「末締・20日

払い」であれば、毎月1日～月末までの期間で給与を計算

し、20日に支払うことになります。
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給与明細の支給とは

❷ 支給

基本給や各種手当の支払いにかかわるものです。

支給される項目には基本給、役職手当、通勤手当、家族手当、住

宅手当などさまざまなものがありますが、その手当の種類や賃金

制度の設計によって支払い方が異なるケースがあります。

● 完全月給制：就労状況に関わらず基本給や役職手当などの  

　月次給与が全額支払われます。

● 日給月給制：基本給や役職手当などの月次給与は定額制で

　すが、欠勤・遅刻・早退などの不就労の日数・時間分が月

　次給与から控除されます。

● 日給制：1日単価（日給） × 就労日数で計算します。

● 時給制：時間単価（時給） × 就労時間数で計算します。

　また、食事、通勤定期券、住宅の提供のように現金以外の

　現物で支給する場合には、労働者の過半数で組織する労働

　組合との労働協約が必要になりますので、注意しましょ

　う。

❸ 控除

社会保険料や税金などの天引きにかかわるものです。

社会保険料（健康保険・厚生年金保険・介護保険など）、

雇用保険料、所得税、住民税以外の金額を賃金から控除する

には、労使協定（賃金控除協定）が必要です。

❹ 差引合計

手取り額の振込や現金支給にかかわるものです。

現金払いであれば本人へ直接、銀行振り込みであれば、口座振込

に関する労使協定を締結し、本人の同意を得ることが

必要です。
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給与明細の支給とは

月々の給与計算の流れは、以下の順序で行います。

給与計算の流れ

① 勤怠

出勤日数、総労働時間、時間外労働・休日労働・深夜労働時間数、遅刻・早退・欠勤や年次有給休暇の取得日数などを把

握して、勤怠項目に計上します。

② 支給

基本給や各種手当の支払いにかかわる金額を雇用契約書や就業規則、辞令などから金額を確認し、支給項目に計上しま

す。

③ 控除

社会保険料や税金などの給与から控除する金額を計算し、控除項目に計上します。

④ 差し引き合計

総支給額から控除の合計額を差し引いたものが、従業員への支払い金額となります。

⑤ 支払い後の処理

給与明細の作成、賃金台帳への記載、　36協定に定めた時間外・休日労働時間数の確認、健康保険料・厚生年金保険料・

所得税・住民税の支払い
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基本給

企業が、月給や時間給などの単位で金額を定めた基本賃金のことを

基本給と言います。基本給の決定を自動化するためには、賃金表を

作成しておき、決定ルールを明確にしておくとよいでしょう。

02
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基本給

基本給とは、月給や時間給などの単位で金額が定められた基本賃金のことです。

年齢や勤続年数、職務内容や職務遂行能力、同業他社の給与水準、地域性……など、その決め方は企業によってさまざまです。

基本給を決める基準がなく、現在いる従業員とのバランスや新規採用者の要望や前職の給与額などによって、

バラバラに決めているケースも少なくありません。

給与計算を自動化するという観点から考えると、従業員を採用するたび、昇給の時期が来るたびに、

基本給を社長が決めるという構図は避けたいものです。そこで、基本給の決定を自動化するために、賃金表を作りましょう。

賃金表といっても、複雑に考える必要はありません。

基本給とは

固定給は毎月定額が支払われる月次給与のことです。基本給、役職手当、通勤手当などがあります。

変動給とは、毎月金額が変動する月次給与のことです。

日給制や時給制の賃金、出勤日数に応じた通勤手当、時間外・休日・深夜手当なども変動給に該当します。

歩合給やインセンティブも成績や出来高に応じて支払われるため、変動給です。

歩合給やインセンティブは出来高に応じて支払われるため、

時間外労働を計算するときの計算方法が基本給や役職手当と異なるため、注意しましょう。

また、地域や産業別に最低賃金が定められているため、最低賃金についても留意する必要があります。

固定給、変動給とは
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基本給

最初に、どの賃金制度を取り入れるかを決めます。

賃金制度は大きく 4種類に分けられます。従業員に払う給与は何を基準に決めていくべきか、考えてみましょう。

賃金制度の種類

年齢や勤続年数による 年功序列の賃金制度は、日本に古くから伝

わる伝統的な賃金制度です。ただ、年齢や勤続年数のみで基本給

を決めるケースは近年は少ないのではないでしょうか。

年齢や勤続年数

年齢や勤続年数が上がるごとに、
支給額も上がる

勤続年数

18万円
勤続年数1年 　

支給額

45万円
勤続年数25年
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基本給

職務ごとに、仕事の価値（職種）や難易度（役割）などの

内容によって決められる賃金を 職務給と言います。欧米では広く取

り入れられていますが、日本ではまだいまひとつ普及していないよう

です。ただ、現在政府が進めている「 同一労働同一賃金 」の原則

（下記参照）とリンクした考え方のため、今後は広がりを見せる可能

性があります。

一方で、欧米と日本では労働法の考え方が大きく異なるため、

今後、同一労働同一賃金がどこまで法制化されるか注目した

いところです。

職務内容

　「同一労働同一賃金」の原則 　

同一の仕事に従事する従業員は、同一水準の賃金が支払われるべきだという考え方のことで、欧米では広く普及しています。日本で

は厚生労働省による「同一労働同一賃金ガイドライン案」の中で、「同一労働同一賃金は、いわゆる正規雇用労働者（無期雇用フルタ

イム労働者）と非正規雇用労働者（有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者）の間の不合理な待遇差の解消を目指すもの

である」としています。

職種（一般→リーダー）になると
支給額が上がる

職務・役割難易度

18万円
一般

　

支給額

30万円
リーダー
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基本給

従業員の職務遂行能力によって決められる賃金を　職能給と

言います。等級制度を設け、 人事評価によって毎年賃金を

改定するやり方が一般的です。

職務遂行能力

職務内容と職務遂行能力の両方を取り入れた賃金制度です。仕事

が変わらなくても習熟度が上がることによって昇給が行われる仕組

みです。

従業員に企業が求める業務遂行能力を区分・序列化して職能等級

を決め、その等級に応じた待遇を与える
　
職能資格制度と呼ばれる

制度を採用している企業もあります。すべての従業員に昇給や昇格

のチャンスを与え、モチベーションの向上が期待できる制度とするこ

とが大切です。

職務給＋職能給

※以上「賃金制度の種類」の 4つの図は、いずれも『中小企業のモデル賃金～中途採
用者の賃金決定～』（平成 24年、株式会社浜銀総合研究所発行）を参考にしていま
す。

　レベル5 の作業からレベル 7の
作業までできるようになると、

支給額が上がる　

職務遂行能力

25万円
レベル5

　

支給額

30万円
レベル7

　

　

等級

支給額

エントリー1等
級

一般
2等級

管理職
4等級

リーダー
3等級
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基本給

例として、職務給＋職能給をベースにした  賃金表を作ってみましょう。

等級は級、号棒はその級の中でどの位置にいるかを示します。職務が変わると等級が変わり、職能が変わると号棒が変わります。

賃金表は企業で自由に設計することができますが、 就業規則に定める必要があり、各手当の定義も明確に定める必要があるため、

注意しましょう。

賃金表を作る

　事務職_1等級（エントリー）

　賃金表の見方　

ピッチとは、昇 給を行う場 合の単 位のことです。人 事 評 価を行う場 合は評 価 結 果によって上げ下げする号 数を決めておきます。

下限給与・上限給与とは、等級ごとの基本給の幅を表しています。次の等級に昇格できないと、一定額までしか昇給されないような仕組みに

なっています。

¥2,000ピッチ ¥180,000下限給与

号俸

給与

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

¥180,000 ¥182,000 ¥184,000 ¥186,000 ¥188,000 ¥190,000 ¥192,000 ¥194,000 ¥196,000 ¥198,000 ¥200,000

¥200,000上限給与

¥3,000ピッチ ¥200,000下限給与

号俸

給与

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

¥200,000 ¥203,000 ¥206,000 ¥209,000 ¥212,000 ¥215,000 ¥218,000 ¥221,000 ¥224,000 ¥227,000 ¥230,000

¥230,000上限給与　事務職_2等級（一般）
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基本給

次に、昇給するためのルールを決めましょう。一定期間ごとに人事

評価を行うことができない場合は、昇給時期ごとに

一定の号俸ずつ昇給するという形でもかまいません。

昇給の基準を作る

等級が上がるためのルールも決める必要がありますが、

上司の推薦やポストが空いたことで昇格させるという形でもかまいま

せん。

昇格の基準を作る

昇格基準例

主な基準

人事評価 “A評価を2期連続で取得する ”ことを昇格基準とする等、評価結果を基準として採用する方法

昇格、職種転換基準（例）

出典：平成24年、株式会社浜銀総合研究所発行『中小企業のモデル賃金～中途採用者の賃金決定～』

上司からの推薦 “上司からの推薦 ”を条件とする方法

資格取得 ある特定のライセンス（国家資格や認証資格等）の取得を条件とする方法

教育研修の受講（修了） 会社が指定する研修を受講していることを条件とする方法

プレゼンテーション
昇格・配置転換後の仕事のスタイルや心構え等を、経営層の前でプレゼンテーションし、

その審査結果にて判断する方法
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基本給

賃金表と合わせて、人事評価制度 も作りましょう。賃金表と比べるとなかなか難易度が

高いですが、ここでは簡易的な人事評価制度を作ることをおすすめします。

人事評価を行っている場合は評価によって昇格をしたり、上司からの推薦や一定の業務遂行能力に到達したなど、

昇格の基準にはさまざまな決め方がありますので、自社に合った昇格基準を決めておきましょう。

人事評価制度を作る

最初に、人事評価を行うための 評価シートを作ります。販売職などは営業成績による

成果目標を立てることができるため、評価を行うやり方はそれほど難しくはありません。

事務職などの間接部門は成果目標が立てづらいため、行動目標を立て、評価を行うと

いうやり方をモデルにします。

評価シートを作る
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基本給

評価シートの例
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基本給

評価ランクによって号俸がいくつ増減するかを決めます。

評価ランク表を作る

評価ランク表の例

評価
ランク

D 36未満

評価点 号俸増減

△4

D+ 36以上46未満 △2

C 46以上51未満 △1

C+ 51以上56未満 0

B 56以上61未満 1

B+ 61以上66未満 2

A 66以上71未満 3

A+ 71以上76未満 4

S 76以上86未満 6

S+ 86以上 8

※報酬連動対象：基本給

評価を行う期間と給与改定を行う期間も決めます。

評価期間・評点算出方法を決める

評価期間・評点算出の例

評価期間
（年4回）

評価改定
（年2回）

10月～12月 1月～3月

期間

4月～6月 7月～9月

評価算出

4月 10月

行動目標 成果目標

なし
合計100%で

設定
項目ごとのウェイト設定

4段階 6段階評価段階

20〜100点 0〜80点配点ウェイト
（職種と職位により異なる）

100点満点評点
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通勤手当

毎日の出勤にかかる交通費は、通勤手当として従業員に支給され

ます。通勤手当は非課税限度額が存在するので、

課税分と非課税分とに分けて考える必要があります。

03
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通勤手当

通勤手当の規定例

通勤手当とは、従業員が企業に通勤するために必要な公共交通機関の交通費や、マイカーで通勤する場合のガソリン代相当額などを

企業が従業員に支給するものです。通勤手当は、　一定の限度額まで非課税になっています 。

通勤手当とは

通勤手当の非課税限度額

区分

【第〇条  （通勤手当）】 

１. 通勤に地下鉄、電車、バス等の交通機関を利用す

る社員に対しては、通勤に係る実費支弁を目的として1

か月定期代相当額の通勤手当を支給する。ただし、通

勤の経路および方法は、最も合理的かつ経済的である

と会社が認めたものに限ることとし、また月額20,000円

を超える場合には20,000円を限度として支払う。 

 

２. 通勤にマイカーを利用する社員に対しては、通勤に

係る実費支給を目的としてマイカ ー利用の非課税限

度額相当額の通勤手当を支給する。 

 

３.   通勤手当は、届出をした月から、支給事由が消滅

した月まで支給するものとする。 

 

４. 通勤経路を変更するときおよび通勤距離に変更が

生じたときは、すみやかに会社に届け出なければなら

ない。 

 

５.  前項の届出を怠ったとき、または不正の届出によ

り、通勤手当を不正に受給したときは、 その返還を求

め、就業規則に基づき懲戒処分を行うことがある。 

1か月当たりの合理的な運賃等の額
（最高限度150,000円）

①交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当

課税されない金額

国税庁のWebサイトより

：https://www.nta.go.jp/users/gensen/tsukin/index2.htm

31,600円

28,000円

24,400円

18,700円

12,900円

7,100円

4,200円

（全額課税）

1か月当たりの合理的な運賃等の額
（最高限度150,000円）

1か月当たりの合理的な運賃等の額
と②の金額との合計額
（最高限度150,000円）

通勤距離が片道55キロメートル以上
である場合

②自動車や自転車
などの交通用具を
使用している人に
支給する通勤手当

通勤距離が片道45キロメートル以上
55キロメートル未満である場合

通勤距離が片道35キロメートル以上
45キロメートル未満である場合

通勤距離が片道25キロメートル以上
35キロメートル未満である場合

通勤距離が片道15キロメートル以上
25キロメートル未満である場合

通勤距離が片道10キロメートル以上
15キロメートル未満である場合

通勤距離が片道2キロメートル以上
10キロメートル未満である場合

通勤距離が片道2キロメートル未満
である場合

③交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券

④交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用して
いる人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券
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役職手当

課長や部長などの管理職以上の役に就いたときに支給される手当を、役職

手当と言います。

04
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役職手当

役職手当の規定例

課長や部長などの役職に就いたときに支給されるのが、　役職手当です。役職手当の金額は、役職に応じて決定します。

役職者のように一定以上の経験を積んだ従業員や営業職の従業員には歩合給やインセンティブが支払われることがあります。

インセンティブとは、一定の目標達成や業務成績、出来高に応じて支払われる手当です。一般的には変動給に該当するため、

固定給に分類される役職手当とは区分して、別の手当として支給するのがよいでしょう。

労働基準法41条に規定する監督又は管理の地位にある者は、労働時間、休日、休憩に関する規定が適用されないため、

時間外労働や休日労働に対する割増賃金の支払いが不要になります。しかし、　深夜労働に対する割増賃金は発生 します。

管理職でも 深夜労働や年次有給休暇に関する規定は除外されていない　ことに注意しましょう。

役職手当とは
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家族手当

家族手当とは、配偶者や子どもなど扶養者を家族にもつ従業員に

支給される手当のことを言います。
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家族手当

家族手当の規定例

配偶者や子どもなどの扶養者がいる従業員に対して支給される手当のことを、　家族手当と言います。

家族手当の金額は、扶養家族の人数に応じて決定します。

家族手当とは
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住宅手当

企業が従業員の住宅にかかわる費用の一部として支給するのが、

住宅手当です。

06
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住宅手当

住宅手当の規定例

住宅手当 とは、企業が従業員の住宅にかかわる費用（賃貸料やローンなど）の一部を負担するものを言います。

住宅手当の金額は企業が自由に決められますが、住宅にかかわる費用に応じて住宅手当が決定される場合は、

割増賃金の計算式から除外することができます。

住宅手当とは
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残業・休日出勤・深夜手当

1日8時間を超えての勤務や、深夜や休日など勤務時間外に従業員に

労働をさせる場合は、割増賃金を支払う必要があります。この割増

賃金のことを、残業・休日出勤・深夜手当とここでは表現します。
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残業・休日出勤・深夜手当

企業が従業員に、勤務時間外の労働や休日出勤をさせる場合は、

労使協定（いわゆる 36協定）を締結し労働基準監督署に届け出を出します。さらに、割増賃金率に基づいた

割増賃金を支払わないといけません。この割増賃金のことを、 残業・休日出勤・深夜手当 とここでは表現します。

残業・休日出勤・深夜手当とは

残業・深夜・休日出勤の規定例
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残業・休日出勤・深夜手当

割増賃金とは、1日8時間・週40時間となる法定労働時間を超えて労働した場合の時間外労働（　25%以上）、

午後10時~翌日午前5時まで労働した場合の深夜労働（ 25％以上）、

週1日又は4週間を通じて4日となる法定休日に労働した場合の休日労働（ 35％以上）に対して支払う手当です。

割増賃金とは

時間外労働（残業）をして働いた時間に対する賃金　2,000円と25％の割増となる 500円の

2,500円の残業代の支払いが必要になります。

この時間帯が深夜の場合にはさらに 500円の深夜手当が発生し、合計 3,000円の賃金の支払いが必要になりま

す。

法定休日に労働した場合には、時間外労働ではなく休日労働となるため、　8時間を超えて

働いたとしてもすべて 35％の割増率で計算して問題ありません。

ただし、休日労働が深夜労働の時間帯に該当すれば、割増率は　60％になります。

時間単価が1時間2,000円の場合
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　　　　　　　休日労働 35%以上

 時給2,500円以上 

残業・休日出勤・深夜手当

● 時間外労働が深夜労働と重複

通常の賃金 2,000円

+ 時間外500円 + 深夜500円

＝ 3,000円（1.5倍）

● 休日労働が深夜労働と重複

通常の賃金 2,000円

+ 休日労働 700円 + 深夜500円

＝ 3,200円（1.6倍）

〈労働日〉

所定労働時間7時間
（休憩1時間）

所定時間外労働外時間1時間
（割増分の支払は任意）

一般的な時間外労働・休日労働の割増率 1日の所定労働時間が 7時間、時給 2,000円の場合

時間外労働

25%以上
時間外労働

25%以上

深夜労働
25%以上

翌日5:0022:00

18:00

17:009:00

  法定労働時間（ 8時間）

　時給2,000円以上　  時給3,000円以上 

 時給3,200円以上 

〈休 日〉

9:00

　時給2,700円以上　  時給3,000円以上 

※〈休日〉の例は、法定休日が連続しない場合です。

休日労働
35%以上

時間外労働

25%以上

時間外労働

25%以上

深夜労働
25%以上

翌日5:0024:00

22:00
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残業・休日出勤・深夜手当

1時間当たりの割増賃金の単価は、通常の労働時間に対する賃金で計算します　。

しかし、以下の直接労働とは関係のない賃金や個人的な事情による賃金は、割増賃金の基礎となる単価には含まれません。

家族手当、通勤手当、住宅手当などとの名称であっても、扶養者の人数、通勤に要する費用や距離、住宅の費用と関係なく一律で

支給するような場合には除外できないので注意が必要です。

また、時間外労働が 1か月60時間を超える場合には 50％以上の割増賃金が必要になります。

中小企業では、2023年4月から60時間を超える場合に 50%の割増率が適用されます。働き方改革関連法施行に伴い、中小企業の猶予措置が

2023年3月で廃止となりました（法改正）。

① 家族手当（扶養家族に人数に応じて計算した手当のみ）

② 通勤手当（ただし、通勤に必要な費用や距離に応じて計算した手当のみ）

③ 別居手当

④ 子女教育手当

⑤ 住宅手当（ただし、住宅の費用に応じて計算した手当のみ）

⑥ 臨時的に支払われる賃金（結婚手当や見舞金など）

⑦ 1か月を超える期間で算定される賃金（賞与など）
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残業・休日出勤・深夜手当

労働基準法の改正により、時間外労働の原則的な上限時間は月 45時間、やむを得ない特別な事情があっても、

時間外労働と休日労働の時間数の合計の上限は「月　100時間未満」「2〜6か月のすべての 1か月の平均が 80時間以内」と

する必要があります（時間外労働の上限規制）。

残業時間の管理が重要になっていることにも留意して、固定残業代に対する時間外労働・休日労働を設定しましょう。

1時間の残業でも固定残業代は支払う必要があり、また、労働時間の管理は固定残業代の有無にかかわらず必要です。

また、法律どおりに計算した割増賃金が固定残業代よりも多い場合には、不足分を追加で支払う必要があるため、

固定残業代があれば何時間でも残業ができるということにはならないことにも注意しましょう。

① 固定残業代の金額が基本給や他の手当と明確に区分・判別できる

② 固定残業代に対する労働時間数や金額の計算方法が合理的である

③ 固定残業時間を超える時間外労働・休日労働・深夜労働があった場合には別途追加で支給する

④ 従業員に対する合意や割増賃金に代えて支払うものであることが適正に明記・規定されている

残業代は労働基準法 37条に規定された計算方法で支払うのが原則　ですが、計算を簡略化するために

一定時間分の残業代（時間外労働・深夜労働・休日労働）を一定額で支払う方法があります。ただし、固定残業代をめぐるトラブルは

多く、以下の要件に留意して 就業規則や労働条件通知書に明記し、従業員へ周知する必要があります。

固定残業手当とは
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控除項目とは

ここからは控除項目について解説していきます。

給与明細書に記載されている内容を確認しましょう。

また、控除項目は大きく2種類に分けることができます。
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控除項目とは

下図は、マネーフォワード クラウド給与の給与明細書画面です。

控除項目には、毎月の給与から控除される（引かれる）金額を表示します。

給与明細書に記載されている控除の見方

控除項目には、法律で控除が義務付けられている　法定控除

項目と、会社が従業員と労使協定を交わすことで控除できる

協定控除項目があります。

法定控除と協定控除

法定控除項目と協定控除項目

控除には順番が存在します。控除を行う順番は、①社会保険料（左

記参照）、②所得税・住民税、③その他の控除となります。この順番

通りに計算を行わないと、所得税が正しく計算できないので注意し

ましょう。

控除の順番

　社会保険料とは　

社会保険料とは、健康保険（介護保険）、厚生年金保険、

雇用保険のほか、厚生年金基金等の企業年金に加入し

ている場合の掛け金のことを指します。

健康保険・介護保険・厚生年金保
険の保険料、雇用保険料、

所得税、住民税

法定控除項目 協定控除項目

財形貯蓄、社内預金、
生命保険料、貸付金の返済など

給与明細書画面
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控除項目とは

欠勤控除とは、日給月給制などで欠勤・遅刻・早退などの不就労の日数・時間分を月次給与から控除するものです。

従業員が欠勤・遅刻・早退した場合には、就労しなかった分に対する賃金を支払う必要は、

原則としてありません（ ノーワーク・ノーペイの原則 ）。
ただし、完全月給制の場合には、不就労時間の有無にかかわらず全額月次給与を支払う必要があります。

欠勤控除とは

【一般的な計算方法】

控除する賃金の１時間あたりの単価の計算方法

① 月給の場合：（基本給 +役職手当など各種手当） ÷１か月平均所定労働時間数

② 日給の場合：基本給 ÷１日の所定労働時間数

「不就労の時間分を控除するする方法」と「就労した時間分を支給する方法」の　 2通りの

方法あり、1か月の出勤日数は月によって異なることもあって、

それぞれの方法で計算した月次給与の金額は異なることがあります。

いずれの方法でも問題ありませんが、就業規則などでルールを作り、

従業員が納得しやすい方法を採用するのがよいでしょう。
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健康保険料・介護保険料・
厚生年金保険料

控除項目のうち、健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料について解説

します。これらはすべて社会保険料であり、法定控除項目です。

09
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健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料

健康保険とは、病気やケガに対して、その費用の一部を国や会社などが負担する公的医療保険制度のことで、

健康保険料はその保険料のことを言います。

介護保険とは、介護が必要な高齢者に対して、その費用の一部を国や会社などが負担する公的保険制度のことで、

介護保険料はその保険料のことを言います。

毎月の健康保険・介護保険の保険料は、標準報酬月額の等級に応じて決定されます。

健康保険は75歳に到達するまで、介護保険は 40歳から 65歳に到達するまでの間、控除します。

健康保険料・介護保険料とは

厚生年金保険 とは、企業で働く従業員が加入する公的年金制度のことで、老後の年金のほか、障害や遺族に対しての給付が行われます。

厚生年金保険料はその保険料のことを言います。毎月の厚生年金保険の保険料は、標準報酬月額の等級に応じて決定されます。

厚生年金保険は 70歳に到達するまでの間、控除します。

厚生年金保険料とは

　保険料の計算について　

介護保険料に関しては、従業員の生年月日で年齢を判別し、標準報酬

月額に応じて保険料が計算されます。健康保険・厚生年金保険料に関

しては、標準報酬月額に応じて保険料が計算されます。その際、資格取

得日の設定が必要です。
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健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料

健康保険の種類には、主に中小企業の労働者とその家族が加入する政府管掌の「　全国健康保険協会（協会けんぽ）」、

大企業の労働者とその家族が加入する組合管掌の「  健康保険組合」、公務員や私立学校の教職員などが加入する「  共済組合」があります。

 
また、自営業や無職の人、農業の従事者、パート・アルバイトで健康保険の加入条件を満たさない人は、市区町村の運営する　　 国民健康保険に加入し

ます。その他に、医師、薬剤師、歯科医師、土木建築業のように同じ業種や職種についている人を組合員とする

国民健康保険組合 に加入するケースもあります。

これらに加入しているすべての人は、 65歳以上74歳未満で一定の障害がある場合を除き、

原則として 75歳になると後期高齢者医療制度に移行します。

健康保険、厚生年金保険共に保険料は労使折半となりますが、わかりにくいのは、入社時はいつの給料から保険料を天引きし、

退職時はいつの給与まで天引きすればよいのかです。

健康保険や厚生年金保険は、「 資格を取得した月（入社月）から資格喪失日（退職日の前日）が属する月の前月まで 　」加入することになっています。ただ

し、原則として保険料は翌月に支払われる給与からしか

徴収できないことが定められていますので注意しましょう。 
具体的には、 4月10日に入社した場合は、入社した日が資格取得日となりますが、保険料は　5月に支払う給与から徴収します。

また、 4月29日に退職した場合には、 4月30日が資格喪失日となり、 4月分の保険料は発生せず、

3月分までの保険料を徴収することになります。ただし、　3月分の保険料は翌月の 4月に支払う給与から徴収しなければなりません。

 
注意しなければならないのは、月末に退職した場合の保険料です。

4月30日に退職した場合には、資格喪失日が翌日の　5月1日となるため、退職月の保険料は　5月に支払う給与から徴収しなければなりません。

しかし、「月末締め当月 25日払い」のように翌月の給与が発生しない（  0円）場合には、4月に支払う給与から

3月分と 4月分の 2ヶ月分の保険料を徴収することが認められています。

保険料の徴収方法

健康保険の種類



※ 1 

© Money Forward, Inc. 37

雇用保険料・労災保険料

控除項目のうち、雇用保険料・労災保険料について解説します。

これらも社会保険料であり、法定控除項目です。

また、雇用保険・労災保険を合わせて労働保険と呼ばれています。
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雇用保険料・労災保険料

雇用保険 とは、従業員の失業や就職の促進、教育訓練等に対して給付を行う公的保険制度のことで、

雇用保険料はその保険料のことを言います。

労災保険（労働者災害補償保険）とは、従業員の業務中や通勤途中のケガや病気に対して

給付を行う公的保険制度のことで、労災保険料はその保険料のことを言います。

労災保険料はその全額を企業が負担し、従業員には負担はありません。

労災保険は業種によって保険料率が異なります。

雇用保険料・労災保険料とは

保険料の徴収方法

労災保険は全額事業主負担となるため保険料を　給与から徴収することはありません。

雇用保険料は、労働者負担分を計算して給与から天引きする必要があります。

雇用保険料については 賃金支払の都度保険料を控除する必要　があります。

例えば 4月10日に入社し、「末日締め翌月 20日払い」の場合、4月20日の給与から雇用保険料を徴収します。

雇用保険料率が変更になった場合には、賃金締切日を基準に判断します。

4月から雇用保険料率が変更になった際、

賃金締切日が 3月31日の場合には 4月20日に支払う給与でも 3月末時点の雇用保険料率で計算します。

社会保険料と異なり翌月徴収とならないので注意しましょう。
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雇用保険料・労災保険料

　雇用保険料率　

2022年4月1日～9月30日

一般の事業

事業の種類 労働者負担

3/1,000

事業主負担 雇用保険料率

6.5/1,000 9.5/1,000

農林水産業・清酒製造業等 4/1,000 7.5/1,000 11.5/1,000

建設の事業 4/1,000 8.5/1,000 12.5/1,000

2022年10月1日～2023年5月31日

一般の事業

事業の種類 労働者負担

5/1,000

事業主負担 雇用保険料率

8.5/1,000 13.5/1,000

農林水産業・清酒製造業等 6/1,000 9.5/1,000 15.5/1,000

建設の事業 6/1,000 10.5/1,000 16.5/1,000

毎月の雇用保険の保険料は、賃金を支払う都度、

支給額に応じて事業の種類ごとに設定された雇用保険料率（下記参照）を掛けて計算します。
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所得税

給与所得に対して課される税金を所得税と言います。

企業は従業員の給与から所得税を天引きし、国に支払います。

これを源泉徴収と言います。

11
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社会保険料

所得税の計算式は、以下のようになります。

所得税の計算手順

所得税

サラリーマンの 所得税とは、給与所得に対してかかる国税のことで、サラリーマンの所得税は企業が給与から天引きし、国に支払います。企業が従業員

の給与から所得税を天引きする仕組みのことを　源泉徴収 と言います。

所得税とは

総支給額
課税
対象額

　給与所得の源泉徴収税額表（月額表） 　

給 与 所 得の源 泉 徴 収 税 額 表（月 額 表）は、国 税 庁の

Webサイト（https://www.nta.go.jp/）内で「源泉徴収税額表」と

検索すると表示されます。PDFデータのダウンロードも可能です

非課税

手当

総支給額から非課税の手当（交通費・食事代など）と社会

保険料を控除して、課税対象額を計算します。

さらに、課税対象額を「給与所得の源泉徴収税額表（月額表）」（右

図参照）に照らし合わせて所得税を計算します。「給与所得者の扶

養控除等（異動）申告書」を提出している従業員については、「甲」欄

を用います。

https://www.nta.go.jp/
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所得税

所得税を計算する場合には、国税庁が発行する「 源泉徴収税額表 」をもとに算出します。

給与所得の源泉徴収税額表（月額表）の甲欄は、給与所得者の扶養控除等（異動）申告書を提出している場合に使用します。

給与所得者の扶養控除等（異動）申告書を提出していない従業員の場合、源泉徴収額は乙欄を使います。

給与所得の源泉徴収税額表（月額表）の甲欄を使用する場合であっても、パソコンなどで計算する場合には、

「電子計算機等を使用して源泉徴収税額を計算する方法（平成　24年3月31日財務省告示）」による特例によって計算することも可能です。

給与所得の源泉徴収税額表（月額表） は、「月ごと」「半月ごと」「 10日（旬）ごと」「月の整数倍の期間ごと」に

支払うケースとなるので、一般的な月次給与は月額表を使用します。

給与所得の源泉徴収税額表（日額表） を使うのは、

日雇賃金以外の「毎日支払う給与」「週ごとに支払う給与」「日割で支払う給与」と「日雇賃金」のケースです。

給与所得者の扶養控除等（異動）申告書の有無によって

甲欄と乙欄を使い分けるのは同じですが、日雇賃金だけは丙欄を使って税額を計算します。

所得税の計算の流れ

扶養親族 とは従業員と生計を一にする親族（　6親等内の血族・36親等内の姻族など）で所得の見込みが　48万円以下の者をいいます。

源泉徴収税額表を利用する際の「扶養親族等の数」では、所得金額が　900万円以下の従業員と生計を一にする所得の見込みが

95万円以下の配偶者、所得の見込みが　48万円以下の16歳以上の親族を数えます。

また、扶養控除等の人数を算出する際、その従業員が障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生に該当する場合には、

扶養親族等の数に 1名加算します。扶養親族等が障害者、同居特別障害者である場合には、さらに　1名加算して計算します。 

扶養親族とは
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所得税

① 給与収入額を算出

　給与総支給額－非課税の給与収入（通勤手当など）

　給与総支給額197,255円－通勤手当 5,915円＝191,340円

② 社会保険料控除後の金額を算出

　①の給与収入額－社会保険料（健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料）　

　給与収入額 191,340円－社会保険料 30,491円＝160,849円

③ 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書を参考に扶養控除等の人数を算出

　 扶養家族がいないため、月額表の「甲欄・扶養親族等の数」は「　0人」の部分を見ていきます。

④ 所得税額を給与所得の源泉徴収税額表（月額表）から算出する

　「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」の欄から、②で計算した　160,849円が当てはまる金額を探し、

　「0人」の欄に来る金額が、その月の給与から天引きする所得税の金額（　3,340円）となります。

　 給与所得者の扶養　控除等（異動）申告書の提出がない場合には、「乙欄」を使用しますので、所得税の金額は

   10,200円になります。

所得税の計算の流れを具体的な事例から見ていきましょう。

給与の支給額が197,255円、通勤手当が 5,915円、

社会保険料（健康保険・厚生年金保険・雇用保険）　30,491円、扶養家族なしのケースで紹介します。

所得税を計算する場合には、国税庁が発行する「  源泉徴収税額表（令和 4年分）」の月額表をもとに算出します。

所得税の計算例
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住民税

住民税とは、地方公共団体が徴収する地方税のことです。

従業員の住民税は、企業があらかじめ給与から控除して、

企業が納める必要があります。

12
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住民税

住民税には普通徴収と特別徴収の　2つがありますが、住民税の特別徴収額は、

市区町村から企業に届く「 特別徴収税額（決定）通知書 」により通知された額になります。

都道府県民税と市区町村民税を住民税と呼び、毎年　1月1日から12月31日までの所得に対して翌年度に課税されるしくみになっています。

給与から天引きする特別徴収では、 5月頃に住民税額が決定し、従業員の住んでいる市区町村から

特別徴収税額決定通知書による通知があり、 6月から翌年の 5月までの12か月の期間で毎月の給与から控除します。

 
住民税の支払いは、給与から控除後翌月 10日までに会社が納付します。

ただし、以下の場合には、従業員が個々に納付する普通徴収とすることも可能です。

住民税とは

・総従業員数が 2人以下の事業所

・他の企業で特別徴収している場合

・給与が少なくて住民税が控除できない場合

・給与の支払が毎月でない場合

・5月末日までに退職となる場合

手続きは、毎年1月末までに年末調整によって作成した給与支払報告書を

従業員の住んでいる各市区町村に提出することで行います。

各市区町村は提出された給与支払報告書をもとに、住民税額を決定します。
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企業年金

企業が従業員に年金を支給する仕組みを企業年金制度と言います。

企業年金は、大きく3種類に分けられます。

13
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企業年金

企業年金には、厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金　の3種類があります。

企業年金とは

企業が従業員と給付の内容を約束し、高齢期において従業員が

その内容に基づいた給付を受けることができる確定給付型の企業

年金制度です。

企業や業界団体等が厚生労働大臣の認可を受けて設立する法人

である 厚生年金基金 が、年金資産を管理・運用して年金給付を

行います。国の年金給付のうち老齢厚生年金の一部を代行すると

ともに、厚生年金基金独自の上乗せ（プラスアルファ）を行うという

特徴を持ちます。

厚生年金基金

厚生年金基金と同様に、企業が従業員と給付の内容を約束し、高

齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることがで

きる確定給付型の企業年金制度です。確定給付企業年金は、さら

に基金型と規約型の2種類に分けられ

ます。 基金型は企業等が厚生労働大臣の認可を受けて法人（企

業年金基金）を設立し、規約型は労使合意の年金規約を企業等が

作成し、厚生労働大臣の承認を受けて実施します。基金型は企業

年金基金が、規約型は企業等が、年金資産を管理・運用して年金

給付を行います。

確定給付企業年金

掛金と個人の運用指図による運用収益との合計額が給付額となる企業年金制度

です。企業等や個人が拠出した掛金は個人ごとに明確に区分されます。

確定拠出年金は、さらに 企業型と個人型の2 種類に分けられます。

企業型は企業が従業員のために規約を作成し、厚生労働大臣の承認を受けて実

施します。個人型は会社員に限らず、自営業者や専業主婦等でも加入できます。

個人型の実施は 国民年金基金連合会 が行います。

確定拠出年金とは
　日本の年金制度　
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経費精算

給与所得者にも自営業者と同様に「必要経費」は存在します。

異なる点は、 各従業員による申請とその清算が

必要だということです。

14
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経費精算

自営業者の場合は、業務中のタクシー代や交通機関の費用、

駐車場代などの必要経費を収入から差し引いて所得税を計算します。

対して、企業の従業員のような給与所得者の場合は、経費が発生した都度、従業員が立て替えて領収書を作成し、

経理担当者に経費精算を依頼し、会社から支払われます。

給与に含めて支払うことも可能ですが、経費は会社が支払うべき費用を従業員が立て替えただけの経費であり、

給与所得には該当しません。 給与に含めて支払う（清算する）場合には、通勤手当のように非課税の取り扱い　で、

給与とは項目を明確に区分した給与明細を作成するようにしましょう。

立替金額や立て替え期間などのルールをきちんと定めておきましょう。

経費精算とは
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所得税や社会保険料の
支払い事務

給与から控除した社会保険料、源泉所得税、住民税は、企業を通じて支払

う義務があります。

15
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所得税や社会保険料の支払い事務

社会保険料や税金の支払いは毎月発生する業務となりますので、納付を忘れないように業務カレンダーなどを作成し、

期日管理をしっかりと行いましょう。口座振替などで支払うと安心です。

納付先や納期限

【納付先】

 日本年金機構（事業所所在地を管轄する年金事務所）

各月分の保険料は、会社負担分と合わせて、翌月末日

（保険料は前月分しか控除できないため給料から控除した月の月末）ま

でに、日本年金機構（年金事務所）から毎月20日頃に送られてくる保険

料納入告知書で納付します。

1.健康保険料・厚生年金保険料

【納付先】

国（給与の支払事務を事業所の所在地を管轄する税務署）

原則として、給与を支払った月の翌月10日までに納付します。納付書

は、税務署や金融機関でもらうことができます。

従業員10名未満の場合には、半年ごとに納付することも可能です。この

特例を利用する場合には、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する

申請書」を提出して承認を受ける必要があります。

【納期の特例の納期限】

1~6月に控除した源泉所得税（ 7月10日）

7~12月に控除した源泉所得税（翌年 1月20日）

2.所得税

【納付先】

 従業員の住んでいる各市区町村

特別徴収した住民税の納付期限は、給与から控除した翌月10日
までに、市区町村から送られてくる納付書で納付します。

4.住民税

【納付先】

事業所の所在地を管轄する労働基準監督署、労働局など

雇用保険料と労災保険料は、前年度の確定保険料と本年度の概算保

険料を清算して支払う年度更新（労働保険料の申告）の手続きと併せて

納付します。年度更新の手続きは、原則として毎年6月1日から7月10日
までです。概算保険料の金額が40万円（労災保険、雇用保険のどちら

か一方のみの場合は20万円）以上の場合、労働保険事務組合に労働

保険の事務を委託している場合には、最高3回までの分割納付も可能

です。

3.雇用保険料・労災保険料
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まずは1か月無料でお試しください

ご不明な点がございましたら、 

以下のメールアドレスまでお問い合わせください。 

mkt@moneyforward.co.jp

無料で試してみる 

https://biz.moneyforward.com/campaign/redirect/?redirect_url=https%3A%2F%2Ferp.moneyforward.com%2Fregistration%2Fnew&provider=doc&provider_info=pa_guide03_cta

