給与処理が
給与処理が早くなる、
くなる、
楽しくなる！
しくなる！

給与システム
給与システム

■ 入力項目を
入力項目を自由に
自由に配置
■ 多種多様な
多種多様な集計表

人事システム
人事システム

■ 最小限の
最小限の入力で
入力で処理可能

勤怠システム
勤怠システム

■ 年調事前準備の
年調事前準備の手間を
手間を

年末調整システム
年末調整システム

大幅に
大幅に削減！
削減！

Office Amenity Series

給与・
給与・賞与処理
職員基本情報
修正（手当など）

給与処理

銀行振込
データ作成

給与明細書発行

各種管理
資料の作成

変動入力は、便利な個別・一括入力の２パタンの方式が選べます。
職種、雇用形態、勤務形態に拘らない勤務表の作成が可能です。
勤怠システムとの連動のほかに、ＣＳＶによる勤怠データの取り込みも対応しております。
また、本システムからも勤怠データのＥｘｃｅｌ抽出・取込が簡単に行えます。

Excel
データ

勤怠データのEXCELデータ編集で、
複数人数での給与処理が可能です。

給与・賞与処理計算結果について、様々な帳票にて確認して頂く事が
出来ます。明細照会画面では、明細書イメージでの確認が可能です。

賞与支払届ＣＤ
賞与支払届ＣＤ対応
ＣＤ対応
賞与支払届作成の手間を大幅
に削減します。
。

各種控除申告書
OAS給与システムより抽出した基本情報、家族情報より、扶養控除申告書、保険料控除申告書のフォーマットに合わせて扶養者名な
どの各種情報を印字します。老年者、特定扶養親族等、自動的に年齢を判断し、正確な申告書を作成することができます。
申告書チェックの手間を大幅に省きます。

扶
養
控
除
申
告
書

給与システムに
給与システムに入力
システムに入力してある
入力してある
データをもとに家族情報
データをもとに家族情報を
家族情報を
印字します
印字します。
します。

保
険
料
控
除
申
告
書

保険料の
保険料の名称、
名称、金額等は
金額等はExcel
入出力にて
入出力にて取込可能
にて取込可能です
取込可能です。
です。

社会保険処理
年に１回行う算定処理や、随時の月額変更処理も、
月々の給与データと連動し、最低限の入力だけで
簡単に処理が可能です。
改定による料率変更も、職員の保険料へ一括変更できます。
処理後、算定基礎届や月額変更の作成はもちろん、
ＦＤ届書提出も可能です。
スピーディな料率変更
スピーディな料率変更

年末調整処理

電子申請対応
年末調整に必要なデータは源泉徴収票のイメージで入力できます｡
職員個々に登録されている前職歴や家族情報等より、自動的に
扶養人数や摘要欄を作成します。
本人申告分の生命保険料、住宅控除などを登録するだけで簡単。
また、源泉徴収票、源泉徴収簿、給与台帳など、様々な帳票を出力
することが可能です｡
過去の源泉徴収票も出力できます。

摘要欄の
摘要欄の自動作成
源泉徴収票にそのまま印字されます。

システム設定
システム設定

職能給（職級・号級）、本給、勤続級（勤続
年数）の管理が可能
各種コード設定により、固定金額の一括更新
が可能です。一般手当の金額も一律更新可能。

職種により、給与支給日が異なる場合でも対応可能です。
御要望に合わせた計算式作成、帳票設定をさせて頂きます。
計算式の変更、印字項目の変更等、即座に対応致します。

Office Amenity Series

Office Amenity Series 給与システム
給与システム製品仕様
システム製品仕様
～機能構成（基本要素）～

処理
セキュリティ
会社情報

給与・賞与

社会保険
年末調整
昇給差額
マスター管理
データ入出力

出力帳票

～帳票一覧～
給
与
・
賞
与
処
理
差
額
社
保

年
末
調
整
処
理

マ
ス
タ

処理区分
使用権限
ログイン
会社情報
所属階層
社員情報
健康保険組合
管理項目
賃金テーブル
計算式
明細書
給与支給回数
賞与支給回数
支給方法
給与所得税率
賞与所得税率
データ入力
届出FD
管理項目
処理
自動計算
届出FD
データ入力
年調控除項目
年調計算
銀行
仕向銀行
住民税納付先
その他名称
振込ＦＤ作成
EXCEL連携
人事給与連携
専用帳票
(8帳票)
一般帳票
(25帳票)

マスター一覧

管理項目

個人毎に使用メニュー 使用権限を設定
社員番号とパスワードによってシステムにログイン
複数会社対応 会社コード(数字5桁)
9階層 部署コード(英数字10桁)
社員コード(数字8桁)
複数組合対応(政府管掌含む)
個人固定99項目(基本給･役職手当等) 給与変動66項目(時間外手当等) 賞与
変動33項目その他 演算区分50項目 会社定数99項目 計算格納領域99項目等
本給 職能給 勤続給 役付手当テーブル その他一般手当テーブル有
給与 賞与の各項目とも数々の計算式が設定可能。条件式 四捨五入 切上げ
切捨て等(会社毎に設定可能)
給与･賞与とも支給27項目 控除27項目 勤怠18項目 他9項目(ヒサゴ版)
1回／月
4回以上可能(4回以上支給時 社会保険考慮必要)
現金支給 振込(銀行･郵便局合わせて5口座まで/定額 定率 残金等設定可能)
別表1(甲･乙) 別表2(甲･乙) 別表3(甲･乙)
賞与所得税率(甲･乙)
単票形式の画面入力複数社員マトリックス形式の画面入力
(給与･賞与変動データのみ)
賞与支払届FD作成が可能
健康保険 厚生年金 厚生年金基金
定時決定(基礎算定) 随時改定(月額変更)
報酬額･固定的賃金の自動計算 昇給差額遡及処理との連動
算定基礎届 月額変更届のFD作成が可能
給与マスタの前職歴、家族情報から適用欄の自動作成が可能｡
扶養人数の自動計算機能有り｡
生命保険料控除 損害保険料控除 配偶者特別控除 扶養･障害者などの
控除が計算可能
特定社員個別計算 社員指定源泉徴収表印刷
最大12ヶ月の遡及 項目別差額遡及 2階級以上の昇給対応 前月単価使用の
遡及計算
全銀協協定 銀行コード(数字4桁) 支店コード(数字3桁)
最大9口座まで(郵便局指定可)
市区町村指定 納付先コード(数字6桁)
役職 勤務地 学校 資格等
銀行 郵便局毎に作成(全銀協制定フォーマット)
EXCELシートを介した一括入出力(項目別･所属別等)
人事システムからの人事管理項目の取得 人事システムから給与情報の参照
給与明細書(ヒサゴ版<GB776>) 賞与明細(ヒサゴ版<GB776>)
給与明細書(ヒサゴA4版<GB1172>) 賞与明細(ヒサゴA4版<GB1172>)
算定基礎届(ヒサゴ版<OP311>他8種) 月額変更届(ヒサゴ版<OP312>他8種)
源泉徴収票(ヒサゴ版<OP1195R>) 源泉徴収票(中部版)
総合振込依頼書(ヒサゴ版<GB247>)
変動データ一覧表 支給項目一覧表 控除項目一覧表 勤怠項目一覧表
賃金支給一覧表 金種表 銀行振込一覧表 住民税一覧表
介護保険更新者リスト 介護保険等級別集計表 昇給差額一覧表
社会保険一覧表 社会保険等級別集計表 給与台帳 賃金台帳 年末調整変更者一覧表
年末調整変動データ一覧表 年末調整集計表 年末調整一覧表
年末調整明細表 過不足税額一覧表 源泉徴収簿 個人情報一覧表
個人情報不整合一覧表 人事変更内容取得データ一覧表
各種マスター一覧表（会社マスター等 全39種類）

帳票名称

支給明細書(ヒサゴ版)
支給明細書(Ａ４版)
給与変動データ一覧表
給与変動データ・勤怠一覧表
介護更新者一覧表
給与支給・控除項目一覧表
賃金支給一覧表
金種表
銀行振込一覧表
総合振込依頼書
住民税一覧表
介護保険等級別集計表
昇給差額一覧表
昇給差額一覧表明細無
社会保険一覧表
社会保険等級別集計表
算定基礎月変届
社会保険変更通知書
給与台帳
賃金台帳(給与)
賃金台帳(賞与）
年末調整変更者一覧表
年調変動データ一覧表(扶養情報)
年調変動データ一覧表(年間累計)
年調変動データ一覧表(所得控除)
年末調整一覧表
年末調整集計表
年末調整明細書
年末調整過不足額一覧表
年末調整源泉徴収簿
源泉徴収票（ヒサゴ版）
源泉徴収票（中部版）
会社マスター一覧表
定数マスター一覧表
職能給一覧表
本給一覧表

～メニュー構成（機能一覧）～
メインメニュー サブメニュー

月次給与処理

賞与処理

昇給差額処理
社会保険処理

年末調整処理

帳票名称

マ
ス
タ
保
守

勤続給一覧表
一般手当一覧表
役付手当一覧表
個人情報一覧表
個人情報不整合一覧表
銀行マスター一覧表
銀行支店マスター一覧表
仕向銀行マスター一覧表
健康保険組合区分マスター一覧表
健康保険料マスター一覧表
介護保険料マスター一覧表
厚生年金保険料マスター一覧表
扶養控除マスター一覧表
給与所得控除マスター一覧表
課税給与所得税率マスター一覧表
乙欄所得税率マスター一覧表
乙欄所得税階差マスター一覧表
乙欄所得税計算基準税額マスター一覧表
賞与所得税マスター一覧表
配偶者特別控除マスター一覧表
生命保険損害保険控除マスター一覧表
年調給与額階差マスター一覧表
年調給与所得控除後給与額マスター一覧表
項目名マスター一覧表
固定区分マスター一覧表
転送マスター一覧表
演算マスター一覧表
手当関連付マスター一覧表
住民税納付先マスター一覧表
和暦変換マスター一覧表
名称マスター一覧表
人事変更内容取得データ一覧表
Excelエラーログ一覧表
エラーログ一覧表
計算処理ログ一覧表

会社関連
個人情報
関連
銀行関連
保険料関連

ﾏｽﾀｰ保守
所得税関連

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定

その他
人事ｼｽﾃﾑﾘﾝｸ
ｼｽﾃﾑ保守

メニュー構成

処理内容

給与変動データ入力（個人別）
月々の給与に関する勤怠データを職員ごとに入力できます｡
給与変動データ入力（項目別）
勤怠データを一覧表形式に一括入力することが出来ます｡
給与変動データ一覧表
入力した変動データを確認できる一覧表を発行します。
介護保険料計算処理
介護保険算出該当者を支給年月日より自動判断を行います｡
給与計算処理
給与の計算処理を行います｡
給与明細書
給与明細書の発行を行います｡
給与明細照会
明細形式で画面上で、給与の計算結果を参照できます｡
給与各種項目一覧表
支給・控除・勤怠の各種項目一覧表を発行します｡
給与賃金支給一覧表
賃金支給一覧表を発行します｡
給与金種表
現金支給に対する金種表の発行をします｡
給与銀行振込データ作成
銀行振込データをFDなどへ出力します｡（全銀協ﾌｫｰﾏｯﾄ）
給与銀行振込一覧表
銀行振込一覧表を発行します｡
住民税一覧表
住民税納付先一覧表を納付先別に発行します｡
介護保険等級別集計表
介護保険等級別集計表を発行します｡
給与繰越処理
確定した給与データの繰越を行います｡
賞与変動データ入力（個人別）
支給する賞与の算定率・金額などの入力を行います｡
賞与変動データ入力（項目別）
支給額などを一覧表形式に一括入力することが出来ます｡
賞与変動データ一覧表
入力した変動データを確認できる一覧表を発行します。
賞与計算処理
賞与の計算処理を行います｡
賞与明細書
賞与明細書の発行を行います｡
賞与明細照会
明細書形式で画面上にて、賞与の計算結果を参照できます｡
賞与各種項目一覧表
支給・控除の各種項目一覧表を発行します｡
賞与賃金支給一覧表
賃金支給一覧表を発行します｡
賞与金種表
現金支給に対する金種表の発行をします｡
賞与銀行振込データ作成
銀行振込データをFDなどへ出力します｡（全銀協ﾌｫｰﾏｯﾄ）
賞与銀行振込一覧表
銀行振込一覧表を発行します｡
賞与支払届処理
賞与支払届をFDなどへ出力します｡
賞与繰越処理
確定した賞与データの繰越を行います｡
昇給差額計算処理
固定給の遡及支払額を算出します｡
昇給差額一覧表
遡及額を一覧表に発行します｡
昇給差額更新処理
求めた遡及額を給与マスタ固定数値へ自動更新します｡
社会保険変動データ入力
社会保険処理に関るデータ入力を行います｡（現金支給など）
社会保険計算処理
新保険等級などの計算を行います｡
社会保険一覧表
計算結果を確認できる一覧表の発行を行います｡
算定基礎月額変更届、ＦＤ版
社会保険FD届書や、算定基礎・月変届の出力を行います。
社会保険等級別集計表
保険等級別の集計表を発行します｡
社会保険改定更新処理
給与マスタの社会保険料を自動更新します｡
社会保険料変更通知書
改訂した社会保険料を通知書として社員ごとに出力します｡
給与台帳
給与台帳を発行します｡
賃金台帳
年間の支給に関する賃金台帳を発行します｡
年末調整変動データ入力
年末調整に関する変動データの入力を行います。
年末調整変動データ一覧表
年末調整変動データの確認資料を出力することができます。
年末調整計算処理
年末調整計算処理を行います｡
年末調整一覧表
年末調整一覧表を発行します｡
年末調整明細書
年末調整明細書を発行します｡
摘要データ一括作成
年末調整変動データ内の摘要欄の一括作成を行います。
年末調整過不足税額一覧表
年末調整過不足税額一覧表を発行します｡
源泉徴収簿
源泉徴収簿を発行します｡
源泉徴収票
源泉徴収票を発行します。
年末調整過不足税額更新処理
算出された過不足税額を給与マスタへ一括更新します｡
年次繰越処理
次年度への繰越処理を実行します｡
年間累計値再計算処理
指定年度の総支給額、社会保険料等を累計します｡
会社マスター保守
会社マスタのメンテナンスを行います｡
定数マスター保守
給与計算に使用する定数マスタのメンテナンスを行います｡
職能給・本給・勤続給テーブル保守 職能給・本給・勤続給テーブル保守のメンテナンスを行います。
役付手当テーブル保守
役付手当テーブルのメンテナンスを行います｡
一般手当テーブル保守
一般手当テーブルのメンテナンスを行います｡
職能給・本給・手当固定項目更新処理 職能給・本給・手当固定項目更新処理を行います、
勤続給固定項目更新処理
勤続給固定項目更新処理を行います｡
給与マスター保守
給与マスタのメンテナンスを行います｡
個人情報一覧表
給与マスタが保持している個人情報一覧表を発行します｡
銀行マスター保守
銀行マスタのメンテナンスを行います｡
仕向銀行マスター保守
仕向銀行マスタのメンテナンスを行います｡
健康保険組合区分マスター保守
健康保険組合区分マスタのメンテナンスを行います｡
健康保険保険料マスター保守
健康保険保険料マスターのメンテナンスを行います｡
厚生年金保険料マスター保守
厚生年金保険料マスターのメンテナンスを行います｡
介護保険料マスター保守
介護保険料マスターのメンテナンスを行います｡
保険料一括更新処理
保険料一括更新処理を行います。
社会保険料再設定処理
給与マスタの社会保険料再設定処理を行います。
社会保険料複写処理
社会保険料テーブルの複写処理を行います｡
扶養控除マスター保守
扶養控除マスターのメンテナンスを行います｡
給与所得控除マスター保守
給与所得控除マスターのメンテナンスを行います｡
課税給与所得税率マスター保守
課税給与所得税率マスターのメンテナンスを行います｡
乙欄所得税率マスター保守
乙欄所得税率マスターのメンテナンスを行います｡
乙欄所得税階差マスター保守
乙欄所得税階差マスターのメンテナンスを行います｡
乙欄所得税計算基準税額マスター保守 乙欄所得税計算基準税額マスターのメンテナンスを行います｡
賞与所得税率マスター保守
賞与所得税率マスターのメンテナンスを行います｡
配偶者特別控除額マスター保守
配偶者特別控除額マスターのメンテナンスを行います｡
生命保険損害保険控除額マスター保守 生命保険損害保険控除額マスターのメンテナンスを行います｡
年調給与階差マスター保守
年調給与階差マスターのメンテナンスを行います｡
年調給与所得控除後給与額マスター保守 年調給与所得控除後給与額マスターのメンテナンスを行います｡
項目名マスター保守
項目名マスターのメンテナンスを行います｡
固定区分マスター保守
固定区分マスターのメンテナンスを行います｡
転送マスター保守
転送マスターのメンテナンスを行います｡
演算マスター保守
演算マスターのメンテナンスを行います｡
計算処理設定
計算処理設定のメンテナンスを行います｡
介護保険環境設定
介護保険環境設定のメンテナンスを行います｡
年齢計算定義マスター保守
年齢計算定義マスターのメンテナンスを行います｡
環境設定
環境設定のメンテナンスを行います｡
手当関連付マスター保守
手当関連付マスターのメンテナンスを行います｡
住民税納付先マスター保守
住民税納付先マスターのメンテナンスを行います｡
和暦変換マスター保守
和暦変換マスターのメンテナンスを行います｡
名称マスター保守
名称マスターのメンテナンスを行います｡
給与マスター自動作成処理
給与マスター自動作成処理を行います｡
給与マスター扶養情報更新処理
給与マスター扶養情報更新処理を行います｡
人事変更内容取得処理
人事変更内容取得処理を行います｡
年調マスター扶養情報更新処理
年調マスター扶養情報更新処理を行います｡
アクセスレベル保守
アクセスレベルのメンテナンスを行います｡
操作員マスター保守
操作員マスターのメンテナンスを行います｡
お知らせ
お知らせを登録・削除できます。
Excel出力処理
Excel出力処理を行います｡
Excel入力処理
Excel入力処理を行います｡
エラーログ照会
エラーログ照会ができます。
不要データの削除
不要データの削除を行います｡

