
  

 

  

 
   ユーザー各位 
 
    日頃より弊社ソフト台帳・Cells給与をご愛顧いただき 
    誠にありがとうございます    

    本通信では 例年 ”年末年始によく頂戴するお問い合わせ” である 
  年末調整関連や台帳・Cells給与の各種更新作業（年次更新）などを 
  まとめています 
    実務ご担当者さまにもぜひご回覧いただき 
  繁忙期の処理にすこしでもお役立ていただければ幸いです    
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【Cells給与】年末調整様式 記載例の印刷 

例年、扶養控除申告書関連資料としてご提供している「年末調整のお知らせ」は、 
令和2年分の年末調整においては改正点が多いことから“２つのファイル“ に分け、「年末
調整の改正点(Word形式)」と「年末調整様式記載例(Excel形式)」にてご用意しました。 
いずれも通常のWordやExcelと同じように印刷することが可能ですので、適宜お役立て 
ください。 ※下記は「年末調整様式記載例(Excel形式)」の操作手順です。 

年末調整様式記載例（Excel形式）の開き方と印刷方法（操作手順） 

事業所ファイルを読み込み、 
年末処理→「扶養控除申告書」
の順にクリックします。 

Excelのリボン「ファイル」→ 
「印刷」から印刷を実行します。 
 

※「保険料控除申告書」や「基礎控 
 除申告書兼配偶者控除等申告書兼  
 所得金額調整控除申告書」の記載 
 例も一緒に印刷する場合は、 
 「ブック全体を印刷」に切り替え 
 て印刷してください。 

◆ 年末調整関連（2～12頁） 

1 

2 

3 

扶養控除申告書に切り替わるの
で、右上の「関連資料」を 
クリックします。 

扶養控除申告書関連資料ウィン
ドウ内の「年末調整様式記載例
（xlsx形式）」→「読込」をク
リックします。 

2 

3 

4 

1 
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【Cells給与】扶養控除申告書の印刷 

事業所ファイルを読み込み、 
年末処理→扶養控除申告書の順
に進み、画面上部の「作成」を
クリックします。 
 

左のリストから社員をクリック
し、作成（印刷）する書類に
チェックを入れます。 

「個人番号」欄の斜線表示を 
 ラジオボタンで選択します。 

3 

4 

1 

2 

2 

3 

4 

「扶養親族は出力しない」場合や 
「提供済のマイナンバーと相違な
い旨の文言を記載」する場合は
チェックを入れ「印刷」ボタンか
ら印刷を実行します。 
 

※枠ごと印刷されます。 
 役所配布用紙へデータのみを  
 印刷することはできません。 

1 
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◆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」以上を入力してください。  

【Cells給与】住宅借入金等特別控除等の入力方法 

住宅借入金等特別控除等の「年調データ入力」への入力方法 

給与所得者の（特定増改築等）住宅借入金等特別控除申告書上図赤枠線内「新築又は購入
に係る借入金等の計算」に記載がある場合は控除適用数は1回目なので「1」、 
上図青枠線内「増改築等に係る借入金等の計算」に記載がある場合は控除適用数は2回目
なので「2」と入力してください。※控除を受けている年数等は入力しません。 
 

また、上図左側の緑枠線内「（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額」を、「住宅借入
金等特別控除額」に入力します。 
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 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 
 ※当該住宅の取得や増改築が「特定取得（消費税率8%時に取得）」もしくは「特別特定取得（消費 
  税率10%時に取得）」に該当する場合は（特）または（特特）付きの区分を選択してください。 

◆居住開始年月日の1回目・2回目 
 年末調整のための（特定増改築等）住宅借入金等特別控除証明書に記載の居住開始年月日  
 を参照し2つ以上記入されている場合（増改築等）は1回目、2回目にそれぞれ入力します。 

年末調整のための（特定増改築等）住宅借入金等特別控除証明書「新築又は購入した家屋
に係る事項」の居住開始年月日（上図左側の赤枠線内）は、「居住開始年月日（1回目）」
のプルダウンで、「増改築等をした部分に係る事項」の居住開始年月日（上図左側の青枠
線内）は、「居住開始年月日（2回目）」のプルダウンで、それぞれ選択します。 

◆住宅借入金等特別控除区分  
 ※住宅借入金等特別控除証明書の右下枠外（上図緑枠）のかっこ書きを確認してください。 

◆住宅借入金等年末残高の1回目と2回目 

住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書・住宅借入金等の金額「年末残高」を 
「住宅借入金等年末残高」の（1回目）（2回目）にそれぞれ入力します。 
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【Cell給与】本人区分「寡婦・寡夫欄」の登録 

令和2年度の税制改正において、寡婦(寡夫)控除の見直しが行われました。  
本改正により「特別の寡婦・寡夫控除」は廃止となりました。 
※なお、一部については新たに創設された「ひとり親控除」へ移行されています。 
 
Cells給与の年調データ入力・本人情報タブ「本人区分」では、下記の条件に合致している
かどうかを確認していただき、本人区分をプルダウンで選択・設定してください。 

◆給与所得者本人が女性かつ配偶関係「離別」の場合 
 １．子以外の扶養親族を有すること 
 ２．合計所得金額が「500万円以下」であること 
 ３．その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと 

◆給与所得者本人の性別および配偶関係の別を問わず 
 １．所得金額の合計額が48万円以下である生計を一にする子（他の人の控除対象 
   配偶者や扶養親族とされている子を除く）を有すること 
 ２．合計所得金額が「500万円以下」であること 
 ３．その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと 

寡婦欄「ひとり親（旧特別）」寡夫欄「ひとり親（旧寡夫）」に設定するケース 

寡婦欄「一般」に設定するケース 

◆給与所得者本人が女性かつ配偶関係「死別」の場合 
 １．合計所得金額が「500万円以下」であること 
 ２．その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと 
 ※子以外の扶養親族を有していない場合であっても寡婦控除の適用を受けるため 
  本人区分・寡婦欄は「一般」に設定してください。 

【給与所得者本人が女性の場合】 【給与所得者本人が男性の場合】 
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年の途中からCells給与を導入した場合の年末調整 

１．入力と計算で1ヵ月ずつ計算・更新をかけていく方法 

他社ソフトから出力した給与計算データ
等をCells給与に取り込むことはできま
せん。 
 
そのため、過去（各月）の給与データを
Cells給与に保存して年末調整を行う場
合は、入力と計算から一月ずつ「計算」
→「更新」を行ってください。 
 
※既に給与更新済の月がある状態でも、
その月より前の計算・更新を行うことも
できますが、該当月の「課税累計額」は
正しく表示されません。 

２．調整支給の入力で「支給額（課税計）」等をまとめて入力する方法 

上記「１」のように過去（各月）を一月
ずつ「計算」→「更新」する方法の他、 
年末処理・調整支給の入力で「支給額
（課税計）」「社会保険料」「源泉所得
税」の総額を入力→「閉じる（登録）」
(※右下の図を参照）とすることでも、
年末調整を行うことが可能です。 
 
なお、調整支給の入力で登録した「支給
額（課税計）」「社会保険料」「源泉所
得税」は、源泉徴収簿最下部「調整分」
の欄に記載されます。 
 
また、調整支給の入力を利用する場合
は、過去（各月）の保存データを作成し
ないため、賃金台帳や源泉徴収簿で該当
月が空欄の表示となります。 

※ 
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年末調整データ（年調データ）入力に誤りがあった場合 

事業所ファイルを読み込み、
「保存データ」をクリック 
します。 
最終の給与（賞与）を選択し、
「更新の取消」タブに切り替え
てから「実行」します。 
 

12月の給与（賞与）の更新が 
取り消されたことを確認してく
ださい。 
 
「年末処理」⇒「年調データ入
力」の順番でクリックし、修正
が必要な箇所を直します。 

年末調整データの修正が完了し
たら、「年末処理」⇒「年末調
整計算」⇒「給与（賞与）に反
映する」へチェックを入れ「実
行」します。 
 

最終の給与（賞与）が更新され
ていれば作業完了です。必要に
応じて各種帳票を印刷してくだ
さい。 

 【Cells給与】2020年の年末調整をやり直す方法  

1 

2 

3 
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給与計算もしくは賞与計算に誤りがあった場合 

事業所ファイルを読み込み、
「保存データ」をクリックしま
す。 
最終の給与（賞与）を選択し
「更新の取消」タブに切り替え
てから「実行」します。  

12月の給与（賞与）の更新が
取り消されたことを確認し、
給与（賞与）計算をやり直し
てください。 
※12月の給与（賞与）で明細
入力・一部計算を実行してい
た場合は、右図青枠線の
チェックを外してから計算を
実行し、改めて明細入力・一
部計算を行う必要がありま
す。 

給与（賞与）計算後、給与（賞
与）更新は行わずに「年末処
理」⇒「年末調整計算」⇒ 
「給与（賞与）に反映する」へ
チェックを入れ「実行」しま
す。 
 

最終の給与（賞与）が更新され
ていれば作業完了です。必要に
応じて各種帳票を印刷してくだ
さい。 

1 

2 

3 

「年末調整 やり直し」の詳細な
手順は、Cells給与サポートページ
からも確認できます︕ 
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Cells給与のデータを「賃金ファイル」へ取り込む 

 賃金ファイルのメイン画面「台帳関連処理」を開き 
「Cells給与」タブ⇒「データ取込」ボタンの順でクリックして進みます。 

「本年処理」タブ⇒「取込」をクリックします。 
※すでに取り込まれている月は「〇」が表示され 
 ます。取り込まれている月を除いて給与データ 
 を取り込みたい場合は、予め「すでに作成され 
 ている月は取り込まない。」へチェックを入れ 
 てから「取込」を実行してください。 

 

台帳MENU画面⇒ツール⇒「Cells給与パス」 
の登録は済んでいますか︖  
Cells給与パスはCells給与のアイコンを右ク
リック⇒「プロパティ」から確認できます。 

続いて台帳事業所ファイル⇒会社情報⇒
Cells給与タブで「Cells給与の事業所ファ
イル名」も登録しておきましょう︕ 

 

 
 

 【台帳】Cells給与から給与データを取り込む方法       

1 

2 

Cells給与タブの「データ取込」ボタンが押せない場合は︖ 
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台帳の事業所ファイル「給与デー
タ」を開き、左上の「ツール」をク
リックします。        
 
「Cells給与」タブを選択し 
「実行」をクリックします。 
 
取り込みたい月の水色ボタンをク
リックし、給与データ上のどの月に
データを登録するかをプルダウンで
選択⇒「適用」をクリックします。
※翌月払いの場合は、年度更新処理 
 のために「給与データ」へは締日 
 ベースで登録してください。 

「賃金ファイル」から「給与データ」へ移行させる 

賃金ファイルのメイン画面「台帳関連処理」を開き、 
「台帳」タブ⇒「給与データ」ボタンの順でクリックして進みます。 
 

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。 
※翌月払いの事業所については、年度更新処理のために「給与データ」へは締日 
 ベースで登録してください。 

Cells給与から台帳の「給与データ」へ直接取り込む 

1 

2 

1 

1 

2 

3 

2 

3 

2 

１ 

          ～ Cells給与の給与/賞与更新時にうまく取り込めない場合 ~ 
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「源泉徴収票」「源泉徴収簿」「賃金台帳」の保存データを作成しておけば、 
事業所ファイルを年次更新した後でも、事業所ファイル画面「ツール」→「源泉徴収票・
源泉徴収簿・賃金台帳」から、前年の帳票を簡単に印刷・出力することができます。 
※源泉徴収簿はExcelファイル（xlsx）形式として保存しておく必要があります。 

【Cells給与】源泉徴収票等の保存データ作成 

【源泉徴収簿】 

【源泉徴収票】 【賃金台帳】 

xlsx形式で保存︕ 

【保存データの確認方法】 

 2021年へ年次更新した後も  
 ボタン１つで前年のデータを 
 確認できます 
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 【台帳︓賃金ファイル】と【Cells給与】 
＜重要＞2020年から2021年への年次更新 

年初には、事業所ファイル毎に処理年の更新操作が必要です。原則実施してください。 
処理年の年次更新が正しく行われないと、次年のデータ登録ができなくなったり、 
Cells給与から台帳への連動（給与更新時）ができません。 

台帳／賃金ファイルの年次更新  

Cells給与の年次更新 

年内支給対象のすべての給与更新/賞与更新の完了後に 
年末処理の「年次更新」を実行してください。 

2020年のデータ登録が全て完了した後に、「年次更新」を実行してください。 

台帳とCells給与の “一年の持ち方 “ は「年明けの1月はじまり」と「年度明けの4月はじまり」 
とが混在しているため、処理年を更新するタイミングは２種類あります。 

◆ 2020年から2021年への更新操作(年次更新)（13～15頁） 
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 【Cells給与】から【台帳】へデータ連動させている場合の年次更新  

●Cells給与⇒台帳への自動連動は、台帳/賃金ファイルを経由していますので、賃金ファイルの  
 「年次更新」をしてから、Cells給与で2021年1月支払いの給与更新を実施してください。 
 

●台帳/賃金ファイルを直接活用されておらず、台帳/給与データで総支給額のみを管理されて 
 いる場合も、必ず賃金ファイルの年次更新が必要です。 
 

●台帳/賃金ファイルの年次更新がされていない場合は、Cells給与と処理年が異なるためエラーと 
 なり、給与更新時の自動取り込み（台帳への反映）ができません。必ず下記イメージの流れで 
 給与・賞与処理や年次更新を実行してください。 
 

2020年12月 
給与/賞与更新 

2021年へ 
年次更新 

  2021年へ 
  年次更新 

2021年1月 
 給与更新 

 台帳/賃金ファイル  Cells給与  Cells給与  Cells給与 
賃金ファイル 
⇒給与データへ 
 取り込み 

 台帳 

給与/賞与データ（事業所名kk.xls、事業所名保存データ.xls）を顧問先から入手し、社労士事務所
側のCells給与に反映させている場合は、顧問先と社労士事務所の処理年が一致していないと、デー
タ反映がうまくいきません。処理年が一致していない状態でCells給与ファイル直下に貼り付ける
と、場合によっては必要なデータが消失するなど思わぬ事故の原因になります。 
必ず双方の処理年が一致していることをご確認いただいてからデータのやり取りをお願いします。 

注意︕ 顧問先と【Cells給与】のデータをやり取りしている場合 

事業所ファイルの処理年は 

社労士事務所側のCells給与

と顧問先側のCells給与とで 

一致していないと事故の 

もとになるのね︕ 

社労士事務所のCells給与 顧問先のCells給与 

処理年を一致させること︕ 

Cells給与から台帳へのデータ連携は、台帳の「賃金ファイル」の処理年がポイントになります︕ 

★

 処理の流れ➡➡➡ 

★
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 【台帳︓新有給管理】【Cells給与︓有給管理】  
2020年から2021年への年次更新 

台帳／新有給管理の年次更新 ※ご利用の場合のみ 

【台帳】は「新有給管理」、【Cells給与】は「有給管理」において、処理年の更新操作が必要です。 
2020年の処理が全て完了した後に、年次更新を実行してください。 
 ※別ツール「有給カレンダー」は、年次更新の必要はありません。  

全ての処理ファイル ⇒ 労働基準法グループ 
⇒「新有給管理」を開き 
右上の「更新」から年次更新を実行 
 

Cells給与／有給管理の年次更新 ※ご利用の場合のみ 

その他処理A ⇒ 有給管理 を開き、「次年度処理」から年次更新を実行してください。 
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      【台帳】 よくあるQ＆A  

  

 台帳終了時の「所定年齢の月次予定リスト」は、専用の対象リストをもとに 
 対象者を抽出し表示しています 
 この対象リストはリアルタイムな自動更新はされず、随時手動更新が必要です  
 新年を迎えるタイミングや、事業所の追加、個人情報の追加がある場合は、 
 リストの更新操作をお願いします 
 

 Q1.【台帳】「所定年齢の月次予定リスト」 で1年前の対象者が表示される  

1 台帳MENU画面の「終了」をクリックします。 
台帳終了フォームが開きますので、「リストを更新して終了」をクリックします。 

2 「実行」をクリックし更新します。 
 
以上の操作により、更新時点を基準として以
下に該当する対象者が毎月リストアップされ
るようになります。 
 
・介護保険該当 ︓40歳 
・介護保険非該当︓65歳 
・厚生年金非該当︓70歳 
・健康保険非該当︓75歳 

 新たに事業所が増えたら、
このボタンから追加︕ 
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 賃金ファイルは、処理年ごとに2年分のデータを保持していますので 
 処理年を切り替えて閲覧してください 

 Q2.【台帳】賃金ファイルで前年の賃金台帳を確認するには 

1 賃金ファイルを起動し 
「処理MENU」から 
「賃金台帳」を開きます。 

2 「作成」をクリックし 
作成する年を「前年分」と 
します。 
リストから作成したい社員を
選択し印刷します。 
 
 

 Q3.【台帳】賃金ファイルで前年へ【復元】しても、保存せずに終了すれば、 

  現在年のデータは消えずに元に戻せますか︖ 
  

 過去年に【復元】すると年次更新後の現在データは失われ元に戻せません 
 事業所ファイルと賃金ファイルとでは仕様が異なりますのでご注意ください 
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【Cells給与】 よくあるQ＆A  

 下記手順で前年に戻ることができます 
 

 Q1.【Cells給与】前年のデータを見たり印刷したい   

  2021年は税額表の 
 切り替えは必要ありません 
 

 Q2.【Cells給与】税額表の切り替えは必要ですか︖  

1 「ツール」を開きます。 
続いて「ファイル処理」⇒ 
「個人明細・支給控除・年末調整 
データ」の順に進みます。 

「OK」が出たらクリックし、 
続いて「前年ファイルの読込」を 
クリックします。 
「前年ファイルを現在システム 
に…」のメッセージを「OK」 
します。 

前年の画面が開きます。 
本年に戻るときは「終了」をクリック 
します。データを編集した場合は「はい」で 
保存可能です。「はい」「いいえ」どちらを 
選択しても、本年のデータは失われず、 
本年画面に戻ります。  

2 

3 
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 下記手順で過去年データを復元することができます 
 ただし、直近までの計算済データは消去されますのでご注意ください 
 

 

 Q3.【Cells給与】年次更新をやり直したい（誤って年次更新してしまった場合）

1 Cells給与のアイコンの上で 
右クリックをし 
「ファイルの場所を開く」を 
クリックします。 

復元したい処理年のフォルダを 
開きます。 
右図は2020年フォルダを例とします。 
※「2020年保存データ」フォルダ 
    ではありません。 

2 

3 開いたフォルダの中から 
3つのExcelファイルを探しコピー 
します。 
 ●事業所名kk.xls 
 ●事業所名保存データ.xls 
 ●前年事業所名.xls  
 ※拡張子は非表示の場合もあります。  

4 

「3」でコピーした3つのExcel 
ファイルを右クリックで貼り付けます。 
この時、上書きしますか︖と求められる 
場合は上書き（ファイルの置き換え）を 
してください。 

5 

「←」で1つ前の階層 
（Cells給与フォルダ）に戻ります。 
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 下記手順で削除された個人情報の復元が可能です 
  

 

 Q4.【Cells給与】年次更新で個人情報から削除された人を復活させたい  

1 個人情報を開きます。 
続いて、「前年情報」を 
クリックし「はい」を 
選択します。 

2 

3 

復元したい社員を選択し、 
「↑現在の個人情報に追加」を 
クリック後「はい」を選択します。   

 
※ここまでの操作で個人情報に 
 復元されます。 
 「3」以下は入力と計算画面への 
 追加方法です。 

№欄または氏名欄のセルをクリックして
から「追加」をクリックします。 
続いて、追加したい氏名を選択し 
「追加」へ進みます。 
 
以上により入力と計算にも削除された 
個人情報が復元ができます。 

個人情報を閉じ、 
給与処理の『入力と計算』を 
開きます。 
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【Cells給与】 
30 Days Programをご活用ください︕ 

おかげさまで多くのお客様に『Cells給与』をご導入いただいております。 
新規でご導入いただいたお客様や、新しい事務スタッフが入所なさったお客様から、 
下記のようなお声をいただくことが度々あります。 
 
・新規導入したのはいいけど、何から始めればいいのかわからない。 
・新しい事務スタッフを雇ったので、マスター登録をはじめ一連の流れを教えていく必要 
 があるけど、参考になりそうな資料やホームページの案内は︖ 
 
事業所ファイルの作成やマスター登録・初期設定から、毎月の給与計算の流れや各種帳票
類の作成等、Cells給与の体系的な理解にお役立ていただける「30 Days Program」を改
めてご紹介します︕︕ 

1つのコンテンツが 
約5～10分で読める 
のでスキマ時間にも 
活用できます︕ Day1から順番に読み

進めていただくことで
ムリなく理解を深めら
れます︕ 

Cells給与から「30 Days Program」へアクセスする方法 

 

Cells給与の画面上部、Excel
のリボン「セルズサポート」
タブ→「最近のよくあるご質
問」をクリックします。 
 
Cells給与サポートページ
「カテゴリ毎の質問」を下方
向へスクロールし、バナーを
クリックします。 

1 

2 
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 【台帳】【Cells給与】 
2021年のバージョンアップ内容のご紹介︕ 

「健康保険被扶養者異動届」・「国民年金第３号被保険者関係届」 
『海外特例要件』に対応した新様式の提供 

※「海外特例要件」に対応した 
「健康保険被扶養者異動届」新様式の一部 

「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険等の一部を改正する法律（令和元年法
律第9号）」の公布等により、改正法の施行日（令和2年4月1日）以降の被扶養者（国民年金第3号被
保険者を含む。以下同じ。）の認定にあたっては、これまでの生計維持の要件に加え日本国内に住所
を有する（住民票がある）ことが要件として追加されました。  
 ただし、留学生や海外赴任に同行する家族等の日本国内に生活の基礎があると認められるものにつ
いては国内居住要件の例外（以下、「海外特例要件」という。）として、被扶養者（異動）届又は第3
号被保険者関係届を届出いただくことで、被扶養者の認定が可能とされています。 

上記の法改正が本年4月1日に施行され
てから、電子申請で海外特例要件の該
当・非該当が関係する手続きを行われ
る場合は、「備考欄」に必要事項をご
記入いただくこととなっていました。 
 
この度、「海外特例要件」に対応する
ため、電子申請様式が変更されます。
「台帳」では新様式の提供開始に向け
て、現在対応中です。新旧様式の併用
期間は令和3年3月末までとなりますの
で、「台帳」での対応完了までは、
「備考欄」を利用して申請をお願いい
たします。 

令和2年12月1日に様式変更が行われ、「喪失原因」に「社会保障協定による喪失」が追加されます。
（これまでは、「社会保障協定による喪失」が原因で社会保険を喪失する場合は、「備考欄」入力に
よる暫定対応となっていました。） 

「社会保険被保険者資格喪失届」・「70歳以上被用者不該当届」  
「喪失原因」の追加に対応 

台帳 

2021年初頭 

台帳 

2021年初頭 
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顧問先とのデータ連携が効率的に︕ 
「データ共有機能」リリース予定 

 本年8月にもご紹介しましたが、「Cells給与」を導入してくださっている顧問先と社労士事務所間での
給与データのやり取りをよりスムーズにするため、新たに「データ共有機能」をリリース予定です。  
※データ共有機能は追加費用なしでご利用いただけます︕ 

令和2年10月以降、年末調整手続の電子化により、国税庁が無償提供している「年末調整控除申告書作成用
ソフトウェア（国税庁ホームページの記載と同様に、以下年調ソフト）を利用した電子データによる処理が
可能になりました。 
年調ソフトを利用する場合は、印刷した年末調整控除申告書に表示されている情報を、従来通りCells給与の
「年末処理・年調データ入力」へ手入力してください。年調ソフトから出力した電子データを『Cells給
与』の「年末処理・年調データ入力」にインポート（取込）することはできません。 
弊社ソフトでの対応については、今後のデジタル化などの情勢を注視し検討してまいります。  

  国税庁／年調ソフト イメージ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 「データ共有機能」のご利用条件 
  ●社労士事務所がCells給与の保守契約中 かつ 顧問先がCells給与の保守契約中であること 
  ●社労士事務所がWEB明細「無償体験版S」を申し込み、IDの発行も受けていること 

※年末調整控除申告書を 
   電子申請データとして 

出力した様子 

 Cells給与への取り込みはできません 
 年末処理・年調データ入力へ手入力を 
 お願いします 

【Cells給与】年末調整手続の電子化とデータ入力について 

Cells給与 

2021年初頭 
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【Cells給与】年末調整セミナー・動画配信のお知らせ 

今年のCells給与年末調整WEBセミナーは、弊社ホームページで 
動画を公開しています 
          

        動画は無料でいつでもご覧いただけます︕ 
 
        スキマ時間での視聴はもちろん 
        振り返りたい場合などにも 
        ぜひご活用ください︕︕ 

❶ Excelリボンメニューの「セルズサポート」から「台帳サポート情報」や「Cells給与サポート情報」   
   の「最近のよくあるご質問」をクリックします 
 

❷ 検索したいキーワードを入力して検索します 
  「カテゴリ毎の質問」ではカテゴリごとのよくあるお問い合わせの確認ができます 

 【台帳・Cells給与】のソフトでお困りのことがあれば… 

台帳・Cells給与サポートサイトをご活用ください︕ 

キーワードの検索結果が表示されます︕ 

【台帳】サポートページ 【Cells給与】サポートページ 


