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※e-Govサイトのリニューアルにより、e-Govサイトでの

通常申請はJAVAに依存しない申請方法になりました。 

  2019年 セルズソフトバージョンアップ予定 

 

2019年の法改正や仕様変更によるセルズソフトのバージョンアップ予定をご紹介します。

内容は2018年12月時点で確認されているものであり、内容や提供時期は変更となる場合が

あります。 

【最適給与】クラウド版へ移行 

「最適給与」は2019年中にクラウド版へ移行を予定しています。これにより、パソコンにイン

ストールしなくても、インターネット環境にあるパソコンであれば「最適給与」が利用できるよ

うになります。 

 

【うりあげ君】【台帳】 消費税率10％に対応（10月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【セルズソフト共通】新元号への対応 

2019年5月に新元号へと変わることに伴い、関連するソフトの対応を進めてまいります。 

政府より新元号が発表され、次いでマイクロソフト社のOffice対応がおこなわれ、それに合わせ

てシステム対応をしていきます。行政機関で取り扱う届出書や電子申請については新様式を確認

後の対応となります。  

【台帳】育児支援申請のe-Gov通常申請に対応予定（2月頃） 

2018年11月にe-Govサイトがリニューアルしたことに伴い、電子申請データ作成機能を停止し

ていますが対応いたします。これまでと同様にe-Govサイトで操作する通常申請のデータを「台

帳」で作成します（※API申請非対応手続）。 
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【台帳】社会保険扶養異動届/3号届のCSV形式に対応予定（1月末） 

社会保険CSV形式データ（電子申請）のうち、対応準備中の扶養異動届/3号届に対応します。 

 

【台帳】賃金分析のデータベースを2018年版に更新（2月） 

賃金分析で使用している比較データ[賃金構造基本統計調査]を2018年版に更新します。賃金分

析は3月までの年度単位で給与データが整えば、顧問先への賃金アドバイスに有効な資料が作成

できます。年度末～年度初めの時期に、ぜひご活用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【台帳】36協定の新様式（3~4月） 

時間外労働の上限規制導入にともない、2019年4月に36協定が変わります。なお、中小企業は

は2020年4月からの施行であり、提出先によっては旧様式での届出を指定される場合がありま

す（引き続き旧様式を使用できます）。 

大企業の場合も、協定開始日が2019年3月31日以前の場合は旧様式での提出となるため、3月

下旬頃に新旧いずれの様式も使用できるようバージョンアップする予定です。 

 

【台帳】有給休暇の取得状況のチェック機能を検討中 

2019年4月に労働基準法改正により、有給取得の義務化（年5日）となります。「台帳」では使

用状況のチェック機能搭載を検討中です。 

賃金分析は会社にとって 

リアルな数字だから、比較する 

業種・事業規模（大/中/小企業） 

の給与参考データだって 

新しくなくっちゃ！ 
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【台帳】高年齢/障害者雇用状況報告の電子申請対応（6月～） 

毎年6~7月に申請する高年齢/障害者雇用状況報告の電子申請に対応します。これまでと同様に

e-Govサイトで操作する通常申請のデータを「台帳」で作成します（※API申請非対応手続）。 

 

【台帳】2019年度版の算定基礎届に対応（6月） 

新元号への変更に伴い、現行配布されている様式から変更となる可能性があります。 

 

【台帳】API申請の機能アップ（随時） 

「台帳」は2018年10月にAPI申請機能をリリースしました。今後もよりよくご利用いただくた

め、サポートセンターにお寄せいただいたご要望をもとに、随時機能改善をおこなっていきま

す（下記は検討中のものであり、対応時期等の詳細は未定です）。 

 手続き業務の電子化に向けて 

2018年1月に政府は、政府・地方・民間すべての手続きの電子化を実現するため「デジタ

ル・ガバメント実行計画」という、電子行政に関する施策を掲げました。この計画の中で

は、行政サービスを利用者の視点から徹底的に見直し「行政サービスの100％デジタル

化」を目指すとしています。今後は手続きのオンライン化、効率化に向けた動きがますま

す加速していくことが予想されます。 

労務統合管理システム「台帳」は今後、業界のデジタル化に対応するべくシステムのクラ

ウド化を2020~2021年頃に予定しております。引き続き、１号、２号業務のその先にあ

る労務管理の視点に重きを置き、専門性の高いサービス提供を目指してまいります。 

東京・大阪で開催の【SR Meeting2018】今後も業界の

動向を随時、お届けしていきます！ 

法人共通認証基盤をベースとした将来の手続き 

のイメージ図（内閣府官房公開資料より） 
 

● 「台帳」を2つ以上に分けて利用している場合のAPI電子申請への対応 
● API申請後の取り下げ機能 
● 公文書の一括保存 
● API申請関係データの保存期間延長 
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2018年度内に、「台帳」処理ファイル年度更新の「事務組合」ボタン機能を廃止することを予

定しています。当初、事務組合を母体として運営していないユーザー様向けに事務組合関与事

業所の労働保険料をシンプルに計算する機能としてご用意しました。 

「台帳」はバージョンアップを経て、事務組合の運営団体で使用できる処理ファイル「事務組

合」を搭載しました。同機能でもこれまで「年度更新」でおこなっていた賃等報告のみの作

成・保存も可能なため、今後は処理ファイル「事務組合」をお使いいただきますようお願いい

たします。 

【台帳】処理ファイル年度更新の 

「事務組合」機能廃止を予定しています 

処理ファイル「年度更新」      処理ファイル「事務組合」 

赤枠の機能について廃止を予定しています。 今後は賃等報告のみの作成も処理ファイル「事務組合」で! 
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A：既読処理については一定時間後に状況が変わる仕組みとなっております。 

下記流れによりタイムラグがありますので、状況が変化するまでしばらくお待ちください。 

 

既読処理の流れ： 

①台帳で公文書を既読する → ②既読したという信号をセルズドライブに送信する →   

③セルズドライブがe-Govサーバーに既読したという信号を送信する → ④e-Govサーバーが

信号を受け手続終了に変更する → ⑤Cellsドライブが一定時間後にe-Govサーバーに情報を

確認しに行き、手続終了になっていたら状況を更新する。 

 

  

Q：一括申請時に来ていた「電子申請システムの状況通知メール」は届かないのでしょうか？ 

Q：公文書既読済みだが、状況ステータスが審査終了から手続終了に変化しません。 

Q：申請をしようとすると「登録されている証明書がありません」とメッセージが表示されま

す。何か事前に設定しておかないといけないことがありますか？ 

A：台帳と一人親方の電子申請機能に影響があります。 

台帳では一括申請機能が利用できなくなるためV10.00.01のバージョンアップでAPI申請に完全

に切り替えを行いました。 

また台帳のデータを利用した「育児休業取得者申出書」等の通常申請が出来なくなりました。こ

ちらについてはe-Govサイトに直接アクセスし、通常申請を行うことは可能です。（2019年2月頃再

開予定） 

 

一人親方では一人親方データを利用した「特別加入に関する変更届」等の通常申請が出来なくな

りました。こちらについてはe-Govサイトに直接アクセスし、通常申請を行うことは可能です。 

Q：2018年11月にe-Govサイトのリニューアルがあると伺いましたが、セルズソフトにも影響

はありますか？ 

A：「証明書管理」にインストールされている社労士の電子証明書を登録しておく必要がありま

す。登録方法や注意点をホームページにご用意しております。（ホームページ検索方法は右の記

事をご覧ください。） 

A：API申請の場合、以前来ていた状況通知メールは届きません。 

一括申請ではe-Govの「パーソナライズ」を介して総務省のサーバーへ申請をしていました。今

まで届いていた状況通知メールはこの「パーソナライズ」が担っていた機能です。API申請では

「パーソナライズ」を利用しないため、状況通知メールが送信されることはありません。 

特集 【台帳】 API申請よくある質問 
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Q：送信後、状況がなかなか到達に変わらないのですが？ 

Q：API申請した電子申請データの取り下げは出来ますか？ 

A：現在、取下げ機能は実装しておりません。 

お手数ですが、取下げをされる場合は各申請手続の提出先に直接お問い合わせください。 

社会保険・・システム経由で取下げ不可につき、未実装 

雇用保険・・システム経由で取下げ可能ですが、現在のところ未実装。今後の対応は検討中。 

（2018年12月現在） 

まず、セルズ公式HPへアクセスしま

しょう。インターネットで「セルズ」

３文字を検索して下さい。 

「株式会社セルズオフィシャルサイ

ト」が一番上に現れます。 

セルズ 検索 

 クリックで「台帳サポートページ」へ

キーワード検索も可能 

「API申請」「公文書」   

「電子申請」等 

API申請に関するよくある問

い合わせはボタンからすぐに

確認することができます。 

A：電子申請データを送信し、状況が「送信待機」から「送信済」に変わるまでは約5～10分程

度かかりますが、送信後の状況が「到達」に切り替わるまでには1～2時間前後を要する場合が

あります（所要時間はあくまでも目安となります） 

所要時間は電子申請利用者が扱う申請データ件数や時期により変動しますが、総務省e-Govサー

バーへの急激な負荷を避けるため、弊社でのシステム調整をおこなっていることに因ります。 

状況更新にかかる処理に大幅な遅れが見られる場合は、随時「台帳MENU」のサポート情報等に

てお知らせいたします。 

よくある質問はHPでも確認できます。 

e-Govサイトリニューアルに関する

よくある問い合わせはボタンからす

ぐに確認することができます。 
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 回答 台帳と連動している場合は注意が必要です。 

Cells給与のデータを「賃金ファイル」を経由して台帳の「給与データ」

を登録している関係上、平成31年1月支払の給与をCells給与で更新する前

に、台帳の賃金ファイルで「年次更新」を行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※賃金ファイルをご利用いただいている方はCells給与と連動している、していない

にかかわらず、12月給与や冬季賞与まで入力が終わりましたら年次更新を行ってい

ただきますようお願いします。 

Cells給与年次更新後1月の給与を更新する前に行うことはありますか？ 

Cells給与 

年次更新 

Cells給与 

平成30年12月支払分 

給与計算・更新 

Cells給与 

平成31年１月支払分 

給与計算・更新 

台帳⇔Cells給与連動時 年次更新後の流れ 

台帳 

賃金ファイル 

年次更新 

①該当事業所を開き、賃金

ファイルを開きます。 

②「ツール」ボタンをク

リックし、「年次更新」 

タブより現在年度が「2018

年」であることを確認し実

行します。 

操作方法 

特集 Cells給与⇔台帳 

         給与連動に関するよくある質問 
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 回答 台帳 賃金ファイル側から下記操作によりCells給与のデータを

取り込みます。 

①賃金ファイルから 

「台帳関連処理」を開き

「Cells給与」タブより

「データ取込」ボタンを

クリックします。 

Cells給与から自動的に取り込んでいますが「賃金ファイルの処理年が違

うため取り込めません」と表示されました。台帳の賃金ファイルや給与

データに登録するにはどうしたらいいでしょうか？ 

②「本年処理」タブより「取込」ボタ

ンをクリックします。 
※すでに取り込まれている月には「〇」が表示されます。取

り込まれている月は除いて取り込む場合は「すでに作成され

ている月は取り込まない」にチェックを入れます。 

③「台帳」タブより「給与

データ」ボタンをクリックし

ます。 

取り込みたい月を左右のリス

トから選択し、「登録」ボタ

ンをクリックします。 
※締日支払日が異なる場合は給与データには

年度更新のことを考え締日ベースで登録をお

願いします。 

操作方法 
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特集 年末調整やり直し基本パターン紹介 

 

①事業所を開き、「保存デー

タ」をクリックし、最終月の

給与（賞与）を選択し、「更

新の取消」タブから 

「実行」をクリックします。 

最終給与に計算間違いがあったため年末調整をやり直した

い（年調結果を最終給与に反映させた場合） 

②更新が取り消されたことを

確認し、「給与処理」の「入

力と計算」から「計算」をし

直します。※「明細入力」をしてい

る場合でも、明細入力した人を含めて計

算をし直します。計算後明細入力をし直

してください。 

③計算後、「更新」はせず、

「年末処理」に進み「年末調

整計算」を「給与（賞与）に

反映するにチェックを入れ

「実行」します。 

実行後12月が更新されれば完

了です。 

帳票が必要な場合は各種帳票

を印刷してください。 

操作方法 
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①事業所を開き、「保存デー

タ」をクリックし、最終月の

給与（賞与）を選択し、「更

新の取消」タブから 

「実行」をクリックします。 

「年調データ入力」で間違いが発覚したので年末調整をや

り直したい（年調結果を最終給与に反映させた場合） 

②更新が取り消されたことを

確認し、「年末処理」に進み

「年調データ入力」から修正

をします。 

③修正後、「年末調整計算」

から、「給与（賞与）に反映

する。」にチェックを入れ

「実行」します。 

実行後12月が更新されれば完

了です。 

帳票が必要な場合は各種帳票

を印刷してください。 

操作方法 
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①事業所を開き、「保存デー

タ」をクリックし、最終月の

給与（賞与）を選択し、「更

新の取消」タブから 

「実行」をクリックします。 

最終給与に計算間違いがあったため年末調整をやり直した

い（給与にも賞与にも反映していない場合） 

④12月が更新されたことを確

認し、「年末処理」から、

「年末調整計算」をクリック

し、「給与にも賞与にも反映

しない」にチェックをいれ実

行します。 

帳票が必要な場合は各種帳票

を印刷してください。 

操作方法 

②更新が取り消されたことを

確認し、「給与処理」の「入

力と計算」から「計算」をし

直します。※「明細入力」をしてい

る場合でも、明細入力した人を含めて計

算をし直します。計算後明細入力をし直

してください。 

③計算後「給与（賞与） 

処理」から「給与（賞与）

更新」をします。 
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②例えば上記質問は、 

「年末調整 やり直し」で 

③回答記事が 

ヒット！！ キーワード検索 

 

①「年末処理」から「年調

データ入力」をクリックし、

データを修正します。 

「年調データ入力」で間違いが発覚したので年末調整をや

り直したい（給与にも賞与にも反映していない場合） 

②修正後、「年末調整計算」

より「給与にも賞与にも反映

しない」にチェックを入れ実

行します。 

③完了後、帳票が必要な場合

は各種帳票を印刷してくださ

い。 

操作方法 

ソフトの「セルズサポート」から簡単に検索できます 

①セルズサポートより「Cells給与

サポートQ&A」をクリックします 
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A. 下記ご確認ください。 

◆特別控除適用数 
住宅借入金の控除を受けた回数を入力します。通常は「１」、増改築などで新たに借り入れをし、追加

で控除を受けた場合は「２」以上をご入力ください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年末調整 住宅借入金等特別控除等の入力方法は？ 

特集 住宅借入金等特別控除等の入力方法紹介 
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◆居住開始年月日の1回目と2回目 
住宅借入金等特別控除申告書にの左下に記載してある居住開始年月日 

2つ以上記入していれば1回目、2回目と記載します。（増改築の場合が考えられます）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆住宅借入金等年末の残高の1回目と2回目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆特別控除区分 
１．「住」の区分  ：特にかっこ書きの記載がない場合はこれを選択します。 

           一般の住宅借入金等特別控除の場合（増改築含む） 

２．「認」の区分  ：（認定住宅用」の記載がある場合 

３．「増」の区分  ：（特定増改築等住宅借入金等特別控除用）の記載がある場合 

４．「震」の区分  ：（震災再取得等用）の記載がある場合 

５．「（特）」の区分：居住開始年月日欄に「（特定）」の記載がある場合。 

           消費税が8％になってから購入したもの 

入力します。 
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Chatworkで最新情報を発信しています 

①Chtworkアカウントを登録します。 

※登録方法等はChatworkのサポート

のHP等をご確認ください。 

最後までお読み頂き有難うございます。 

これからも、ソフトの分かりやすい説明・情報発信に努めて参ります。 

Chatworkを使ってバージョンアップ情報

やよくある問い合わせ等のニュース配信を

始めました。 

購読は無料ですので是非ご利用ください。 

※購読にはChatworkアカウントが必要です。 

購読方法 

②インターネットで「セルズ 

ニュース配信」と調べ、表示された

「Chatworkでニュース配信」の表

示をクリックします。 

すると記事が表示されますのでその

記事中にある青色の「Cellsニュース

配信を購読する（Chatworkアカウ

ントが必要です）」ボタンをクリッ

クします。 

③ページが切り替わりますので「こ

のグループチャットへ参加する」ボ

タンをクリックします。 

画面が変わり「CellsNEWS」グルー

プが表示されます。 

以上で購読登録は完了です。 


