
Cells給与

国税庁年調ソフト データ取込機能

〒485-0014 愛知県小牧市安田町190
サポートセンターお問合せ E-mail info@cells.co.jp

最終編集：2022年11月

本機能はCells給与V9.39以上でご利用いただけます。

2022年11月時点で公開されている国税庁年調ソフトの情報を元にご提供しています。
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1．年調データ 作成時の注意点
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年調ソフトは、年末調整申告書について従業員が勤務先に提出する電子データまたは書面を作成することを目的と
する、国税庁が提供するソフトウェアです。2022年11月時点で公開されている情報を元にご提供しています。
（年調ソフト最新版 Ver3.0.4にて動作確認済）今後、年調ソフトの仕様変更等により正常に動作しない場合があり
ます。ご了承ください。

【国税庁：年調ソフト配布リンク】 https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho.htm#soft_dl
年調ソフトについての操作を含む詳しいサポートは『年調ソフトヘルプデスク』にお尋ねください。

年調ソフトのID設定

電子データ出力時

【年調ソフトで従業員が行う設定】

1. 従業員が設定するIDは「Cells給与」ソフト

で管理されている社員番号(6桁)と一致させ

ます(6桁のIDが「Cells給与」の社員番号と

一致しない場合、データを取り込むことがで

きません)。パスワードは任意のものを設定

します。

2. 従業員が控除申告書を電子データで出力する

際、「パスワードをかける」を選択して出力

します。

※従業員からは

「XXXXXX(6桁のID)_nopass.zip」という

ファイル名のZIPファイルを回収します。

１

2 ※

https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho.htm#soft_dl


2．年調データを取り込む前に
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従業員から回収したZIPファイルは、一つ

のフォルダ内にまとめておきます。

フォルダ内には年調ソフトZIPファイル

「XXXXXX(6桁のID)_nopass.zip」以

外は入れないようにしておきます。

ZIPファイルを保存するフォルダは、取込

時にネットワーク先は指定することができ

ません。デスクトップ等のローカルに置い

てください。

⚫ パスワード設定がされたZIPファイルは取り込むことができません。
⚫ 保存するフォルダ名は任意の名称をつけてください。

ZIPファイルの保存場所

PDFやパスワードファイル、

テキストメモ等は入れない。

取込可能な保存先例：

C:¥

C:¥(ユーザー)¥デスクトップ

C:¥(ユーザー)¥ドキュメント

取込できない保存先例：

¥¥DISK¥Cells¥

Z(PC01):年調ソフトデータ¥



3．年調ソフトからCells給与に取り込める項目 ①
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• 本人情報

障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生、住所(※11ページ参照)

• 基礎控除

本年中の給与所得以外の所得金額の見積額

• 保険料控除

生命保険新保険料等の合計額、生命保険旧保険料等の合計額、介護医療保険料等の合計

額、個人年金新保険料等の合計額、個人年金旧保険料等の合計額、地震保険料の金額の

合計額、旧長期損害保険料の金額の合計額、社会保険料の合計額、国民年金保険料、独

立行政法人中小企業基盤整備機構の共済契約の掛金、確定拠出年金法に規定する企業型

年金加入者掛金、確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共

済制度に関する契約の掛金

⚫ 個人番号は取り込むことができません。
⚫ 年調ソフトにあってCells給与にない配偶者および扶養データは新規追加しますが、続柄項目は「子」以外は取

り込むことができないため、別途続柄の登録が必要です
(13ページ欄外【Cells給与ソフトに扶養親族情報を新規追加する場合】参照)

⚫ Cells給与にあって年調ソフトにない配偶者/扶養データは自動削除しません。Cells給与で削除操作が必要です。
(13ページ欄外【Cells給与ソフトから扶養親族情報を削除する場合】参照)

⚫ 年調ソフトのデータに基礎控除申告書がない場合は、Cells給与ソフトで年末調整計算をすると基礎控除されま
せん。年調データ入力画面＞その他タブ＞「基礎控除を適用する」にチェックを手動で入れる必要があります。

https://www.cells.co.jp/kyuyo-s/wp-content/uploads/manual/nentyo.pdf#page=14


3．年調ソフトからCells給与に取り込める項目 ②
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• 住宅取得控除

居住開始年月日、年末残高、適用種別区分、特別特定区分、住宅借入金等特別控除額

• 配偶者控除

老人控除対象配偶者、配偶者の本年中の合計所得金額の見積額、配偶者の種別、障害

者区分、非居住者

• 扶養親族2～10

老人扶養親族、障害者区分、特定扶養親族(年齢によりCells給与ソフトで判定し取込

み)、非居住者(令和4年分)、非居住者要件(令和5年分)

⚫ 住宅取得控除では、平成30年以前のデータは「居住開始年月日」及び「住宅借入金等特別控除額」のみ取り込
まれます。「適用種別区分」や「年末残高」は、年調シート入力画面もしくは年調データ入力フォームで別途入
力が必要です。(入力方法詳細はこちら)

⚫ 年調ソフトで「あなたと同一生計内の他の所得者の扶養として控除を受ける」に登録した扶養親族は取り込みま
せん。所得金額調整控除で登録が必要となった場合は、PDFファイルにて氏名等を確認し年調データ入力フォー
ムで登録をおこなってください。(入力方法詳細はこちら)

⚫ 年調ソフトのデータをCells給与ソフトへ取込む際の動作について、下記表をご参照ください。

年調ソフト(国税庁) 年調シート(Cells給与) 年調シート入力に取込み後

申告書ファイルあり○ 読込データあり○ 年調シート(Cells給与)のデータは完全に上書きされる。申告書ファイル(年調
ソフト)にデータが無い項目については、無い状態で年調シートに反映される。

申告書ファイルなし× 読込データあり○ 年調シート(Cells給与)のデータは上書きされずに残る。

https://kyuyo-support.zendesk.com/hc/ja/articles/4406595181337
https://kyuyo-support.zendesk.com/hc/ja/articles/4406603229593


4．取り込み操作 ①
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1. データを取り込む事業所ファイルを開き

年末処理の年調データ入力から

「シート入力」に進みます。

2. 年調シート入力で「全て」の項目入力に

進み「データ読込」をクリックします。

年調データを取り込む対象者を選択し、

「読込」をクリックします。

※再提出のあった者のみを取り込む場合

は、再提出の対象者を選択します。

１

２



4．取り込み操作 ②
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3. 「年調ソフト取込」から「1.参照」をクリックし、

保存している年調ソフトのデータを保存している

フォルダ(4ページ参照)を選択します。

4. 「2. zip解凍し次へ」をクリックすると年調デー

タが解凍されます。

「zipを解凍しました」のメッセージが表示され

たら「OK」をクリックします。

5. 手順2.で年調シートに読み込んだデータと、年調

データのID(6桁の社員番号)が一致するデータが

「データ取込」欄に表示されます。

3

4

⚫ zipファイルの解凍には時間がかかる場合があります。処理が終わるまでしばらくお待ちください。
⚫ 解凍後、提出されている控除申告書の内容項目に〇が表示されます。
⚫ データ読込状況一覧にてリスト確認が可能です(14ページ参照)

※取込みエラー内容(フォーム右側に表示)※
⚫ 「年調シート入力に読み込まれていません」：zipファイル番号(6桁)と一致する社員番号のデータが年調シート

画面に存在しない。(IDが誤っている場合は年調ソフトでIDを振り直したデータで再取込が必要です。)
⚫ 「バージョン値が古いです」：古いバージョンの年調ソフトでデータ作成されている(Cells給与ソフトでは年調

ソフトVer3.0.4に対応)。
⚫ 「取り込めるデータがありません」：zipファイルの中身が空や破損している。年度違いのデータを含んでいる。

5

※



4．取り込み操作 ③
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⚫ 人数によって読み込み完了までに時間がかかる場合があります。
⚫ zipファイルを再読み込みする場合は「申告書データ読込(※2)」をクリックし取込み直しをおこないます。

6

6. 解凍された従業員データを選択し「データを読込」

をクリックします。「読込が完了しました。」と表

示されたら「OK」をクリックします。

7. 取り込み後、チェック結果フォームが表示されます。

7 ※1

※1「データを読込」後、「戻る」をクリックして年調デー

タ入力画面に戻り、再度「データ読込」を行うと「データを

読込直すと年調ソフトのデータがクリアされますが、よろし

いですか？」とメッセージが表示されます。「OK」をク

リックすると直前でzipファイルから読み込んでいた年調ソフ

トデータはクリアされます。

※2



5．チェック結果の見方 ①本人・扶養詳細確認タブ
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【配偶者情報】
⚫ 「配偶者削除(※3) 」機能：配偶者控除に該当しない配偶者データをフォームから削除できます。
⚫ 配偶者の氏名または生年月日のいずれかが年調ソフトのデータとCells給与のデータで異なる場合、配偶者の関連項目は

取込まれません。
⚫ 控除対象の配偶者であるにも関わらず、配偶者控除等申告書の提出がない場合、配偶者区分が正しく表示されません。

【扶養親族情報】
⚫ 扶養親族情報で氏名と生年月日が一致しない場合、Cells給与に新規(別人として)登録されます。

【データ相違】

下記のいずれかの区分でCells給与と年調ソフトが相違してい

ます。

・本人区分：本人氏名、障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生

・配偶者区分：控除対象配偶者、老人控除対象配偶者、配偶

者特別控除、同一生計

・扶養親族情報

一般扶養、特定扶養、16歳未満、老人扶養、同居老親、

一般障害、特別障害、同居特別障害、非居住者の各人数

(※1)人数相違のデータをクリックすると、詳細を確認でき

ます。

【扶養データ 氏名、生年月日相違】

Cells給与と氏名、生年月日の両者が一致しない場合に表示さ

れます。年調ソフトのデータにおいて、扶養親族情報の不一

致データを訂正する場合は、 「年調ソフトのデータ訂正

(※2)」機能で氏名、生年月日を訂正できます。データ訂正

を行うと、年調ソフト取込みシートで黄緑色に色付けされま

す。(左図参照)

※2

※3

※１



5．チェック結果の見方 ①本人・扶養詳細確認タブ(住所チェック機能)
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住所チェック機能

【住所の相違】住所データは完全一致以外は「住所が一致

していません」の赤字のメッセージが表示されます。年調

ソフトの住所データを年調シート入力画面に適用する場合

は、下記操作をおこないます。

1. 「住所を年調シート入力に反映する」をクリックする

と、住所の相違リストフォームが開きます。

2. フォーム右下「年調シート入力への反映の変更」をク

リックし、「年調シート入力への反映方法を変更して

よろしいですか」とメッセージが表示されたら「Ｏ

Ｋ」をクリックします。

3. 反映欄が「×」⇒「〇」に切り替わるのを確認します。

「〇」のデータのみ年調シート入力へ変更が反映され

ます。

※「住所が異なるデータ全てを印刷する」で住所相違の一

覧をを印刷できます(出力イメージは14ページ参照)

１ ※

2

3

⚫ 「×」⇒「〇」へ変更した内容は黄緑色に色付けされます。
「〇」⇒「×」で変更前のデータに戻すと色付けは解除されます。



5．チェック結果の見方 ②保険料・住宅控除確認タブ
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保険料控除申告書を提出した対象者が表示されます。

氏名を選択すると、各保険料の詳細が確認できます。

・「生命保険・介護医療保険・個人年金」欄：

「新⇒旧」変更や、「金額を訂正する(※)」ことがで

きます。変更内容を一覧で出力することも可能です

(14ページ「保険料訂正内容」参照)。

【証明書確認欄の表示(破線枠内)】

要：保険料の情報を手入力または電子データを取り

込んだ後で編集している場合、別途払込証明書を回

収します。

不要：マイナポータル等から払込証明を電子データ

で取り込んでいる場合、払込証明書の回収は不要で

す。「金額を訂正する」ことはできません。

・「地震保険」欄：「金額を訂正する」ことが可能

です。

・「社会保険」欄：「金額を訂正する」ことが可能

です。

・「小規模企業共済等掛金」欄：「金額を訂正す

る」ことが可能です。

・「住宅借入金」欄： 「金額を訂正する」ことはで

きません。

※「金額を訂正する」場合は、対象データを選択し「金額の訂正」欄
の金額を修正後、「金額を訂正する」をクリックします。「金額を
『○○』に変更します。よろしいですか？」とメッセージが表示され
たら「OK」をクリックします。

⚫ 変更した内容は黄緑色に色付けされます。変更前のデータに戻す操
作をおこなっても色付けは解除されない仕様です。

※



5．チェック結果の見方 ③再提出・確認事項一覧/データ相違一覧タブ
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【Cells給与ソフトに扶養親族情報を新規追加する場合】
「年調シート入力に取込(15ページ参照)」することでCells給与ソフトに新規追加できます。(※ただし、続柄項目は
「子」以外は取り込むことができないため、「年調データ入力」フォーム＞扶養親族情報タブ、もしくは「年調シート入
力」画面で別途入力が必要です。)

【Cells給与ソフトから扶養親族情報を削除する場合】
「年調データ入力」フォーム＞扶養親族情報タブで「削除」を行います。「年調ソフト取り込み」画面及び「年調シート
入力」画面では扶養親族情報の削除はできません。

⚫ 未作成の申告書があり「再提出」となっている場合も、提出された申告書内容については取り込みます。

【再提出・確認事項一覧タブ】

再提出：未作成の控除申告書がある場合(現在年扶養控除申告書、

次年扶養控除申告書、基礎控除申告書の3つのうち、いずれかが不

足)や、要件に該当するが「配偶者控除申告書」が未作成の場合な

どに表示されます。

確認：扶養親族情報等がCells給与と年調ソフトで一致しない場合

に表示されます(複数項目に該当する場合あり)

・本人氏名の相違

・扶養人数の相違

・配偶者情報、扶養親族情報の相違/未登録

・住宅借入金控除の初回適用時期がH30以前

【データ相違一覧タブ】

人数相違の詳細はフォーム右側で確認します。



5．チェック結果の見方 ④印刷/取込データから削除
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※

⚫ 住所相違の一覧 ：本人・扶養詳細確認タブ＞「住所を年調シート入力に反映する」から出力する一覧と同じ資料
⚫ 保険料一覧：従業員毎に、生命保険、介護医療保険、個人医療保険の並び(新⇒旧の順)で表示されます(ただし「新⇔旧」入

替をした場合でも元の並びで表示)。また、保険料の「金額を訂正する」をおこなった場合、訂正後の金額で表示されます。
⚫ 保険料訂正内容：「新⇔旧」の入替や保険料の「金額を訂正する」をおこなった内容だけ「変更前」「変更後」で表示しま

す。
※「取込データから削除」機能：年調シートに取り込まない場合は該当者を削除できます。

再提出の結果・データ相違の結果

データ読込状況一覧

住所相違の一覧

保険料一覧

保険料訂正内容

住宅借入金一覧



6．取込データをCells給与に適用
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1. 「チェック結果」を確認し問題が

なければ「年調シート入力に取

込」をクリックします。

2. 「OK」をクリックします。

3. 「年調シート入力にデータを取り

込みました。...」のメッセージの

「OK」をクリックすると、年調

シート入力に画面が切り替わりま

す。

4. 年調シート入力のシート上にデー

タが反映されていることを確認し、

「登録」をクリックして年調デー

タに適用します。

１

２

3

４



7．Cells給与へデータ適用後の操作
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⚫新規追加された扶養親族のうち「子」以外の配偶者、扶養親族は続柄欄が空欄で登録されています。取り込み後に
「年調データ入力」画面で続柄の登録をおこなってください。

登録後、「年調データ入力」フォーム

または「シート入力」から、適宜デー

タ相違項目の編集をおこないます。

13ページの「再提出・確認事項一覧」

タブで「確認」となったデータについ

て以下をチェックします。

• Cells給与に未登録の扶養親族が年

調ソフトにあった場合、追加された

扶養親族と続柄を確認

• Cells給与に扶養親族の登録があり

年調ソフトにない場合、扶養から

「削除」(13ページ欄外【Cells給与ソフトか

ら扶養親族情報を削除する場合】参照)


