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1.はじめに

9/15に所得税の達人（29年分版）がバージョンアッ
プしました。
このバージョンアップで、所得税の達人の使い方が大きく
変わりました。
本日の研修会では、バージョンアップで変更になった点を
中心に説明いたします。
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1-1.テストデータの作成方法 （1/4）

新しいバージョンの所得税の達人を試しに使ってみる時
に、29年の申告済みデータを使って入力用帳票を作成
すると、データの内容が変わってしまう可能性があります。
以下の3つのいずれかのやり方で新しいデータを作成して
から使ってください。
①【翌期繰越】して30年のデータを作成する。
②【データ管理】⇒【複写】で、データを複写する。
③データを【新規作成】する。
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1-1.テストデータの作成方法 （2/4）

①【翌期繰越】して30年のデータを作成する。
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①【翌期繰越】を
クリックして下さい。

②【閉じる】をク
リックして下さい。

③翌期繰越するデー
タをクリックして下さい。

④【選択】をクリッ
クして下さい。

⑤【OK】をクリック
して下さい。

30年分のデータ
が作成されました。



1-1.テストデータの作成方法 (3/4）

②【データ管理】⇒【複写】で、データを複写する。

4

①上と下の接続先を
同一にして下さい。
①上と下の接続先を
同一にして下さい。

②複写するデータをク
リックして下さい。

④複写先のコード番
号を入力し、【はい】を
クリックして下さい。

データが複写されました。

③【複写】をクリック
して下さい。



1-1.テストデータの作成方法 （4/4）

③データを【新規作成】する。
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①【新規作成】を
クリックして下さい。

②必要事項を入
力して下さい。

③【確定】をクリック
して下さい。



2.変更点の概要

• 「入力用帳票」が追加されました。

•帳票間のデータ連動が変わりました。

•申告書作成の流れが変わりました。
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2-1.「入力用帳票」の追加
• 以下の「入力用帳票」が追加されました。
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入力用帳票
【入力用】給与所得の源泉徴収票
【入力用】退職所得の源泉徴収票・特別徴収票
【入力用】公的年金等の源泉徴収票
【入力用】社会保険料等に係る控除証明書等
【入力用】医療費に係る領収書等
【入力用】雑損控除に係る領収書等
【入力用】寄附金の受領証等
【入力用】住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(2年目以降用)
【入力用】特定口座年間取引報告書
【入力用】配当所得等に係る支払通知書
⇒「入力用帳票」は、第三者作成書類を基に項目が追加されています。



2-2.帳票間のデータ連動（イメージ）

バージョンアップ前 バージョンアップ後
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第三者作成書類

申告書

入力用帳票

第三者
作成書類申告書

＊データ連動が2方向 ＊データ連動が1方向

連動しない

相互に
取込可能



2-3.申告書作成の流れ

バージョンアップ前 バージョンアップ後
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基本情報の登録

家族情報の登録

決算書の作成

第三者作成書類の作成

申告書の作成

基本情報の登録

家族情報の登録

決算書の作成

入力用帳票の作成

申告書の作成

第三者作成書類の作成

New!

*1：「申告書の作成」⇒「第三者作成書類
の作成」の順に作成することもできます。

*1



3.入力用帳票の作成方法

• 【基本情報の登録】⇒【帳票選択】タブから「入力用
帳票」が作成できるようになりました。
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作成する帳票にチェックをつけて、
【確定】をクリックして下さい。

※入力用帳票を作成し
ない場合は、以前と
ほぼ同じとなります。

確定をクリックした後、以下のメッセージが
表示されることがあります。

メッセージを確認し、
【OK】をクリックして下さい。



3-1.「入力用帳票」を作成すると（1/2）

• 「入力用帳票」を作成すると、「第三者作成書類」も
自動作成されます。
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入力用帳票 第三者作成書類

「入力用帳票」
を作成すると・・・

「入力用帳票」と「第三者作成書類」が作成されます。「入力用帳票」と「第三者作成書類」が作成されます。



3-1.「入力用帳票」を作成すると（2/2）

•入力用帳票を作成すると、「入力用帳票」から「申告
書」や「第三者作成書類」にデータ連動します
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入力用帳票

「入力用帳票」
を作成すると・・・

「入力用帳票」から「申告
書」にデータ連動します。

申告書

第三者作成書類

「入力用帳票」から「第三者作
成書類」にデータ連動します。



3-2.「第三者作成書類」入力済みの場合

• すでに「第三者作成書類」に入力していた場合、「入力用帳
票」に入力データを転記します。（以後の入力は、「入力用帳
票」から行ってください。）
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入力用帳票第三者作成書類

「第三者作成書類」から「入力用
帳票」にデータが転記されます。

入力用帳票作成前 入力用帳票作成後

「入力用帳票」
を作成すると・・・



3-3.入力用帳票の表示
• 【申告書の作成】をクリックすると、「入力用帳票」が表
示されます。

14⇒タブが多すぎて一覧に表示しきれない。帳票が切替しづらくなった！

「入力用帳票」タブの右側に「申告書」タブが表示されます



3-4.帳票の切替方法
• 【機能メニュー】ボタンからの帳票切替
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①【機能メニュー】⇒【帳票切替】
の順にクリックします。

選択した帳票が表示されます

②表示させる帳票を選択し、
【確定】をクリックします。

＊帳票上で【右クリック】して
も【機能メニュー】が表示さ
れ、帳票切替ができます。

＊帳票タブを右や左にず
らして、隠れている帳票
タブを表示できます。



4.入力用帳票からのデータ連動

• 「第三者作成書類」にデータ連動します。

• 「申告書」や「申告書添付書類」にデータ連動します。

•収入は、「所得の内訳書」*1と「所得データ登録」*2に
転記できます。
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＊１：「所得の内訳書」で【データ取込】が必要です。
＊２：「所得データ登録」で「○○○（入力用）からの転記」を選択する

と転記されます。



4-1.社会保険料等控除のデータ連動
• 状況により作成する3種の入力用帳票いずれからでもデータ連動します。
• 「【入力用】社会保険料等に係る控除証明書等」を作成すると、源泉徴収
票に入力した社会保険料等が「 【入力用】社会保険料・・・」に集約され、
第二表に連動します。
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【入力用】給与所得の
源泉徴収票

【入力用】公的年金等
の源泉徴収票

【入力用】社会保険料等
に係る控除証明書等*1

第二表（保険料等控除）

源泉徴収票に入力した保険料は、
「源泉徴収票のとおり」と表示されます。作成時のデータ連動

未作成時のデータ連動

【入力用】社会保険料等に係る控除証明書等

*1:源泉徴収
以外の保険
料を入力し
て下さい。



4-2.給与所得の源泉徴収票のデータ連動

•入力用帳票から第一表（住宅借入金等特別控除）
と第二表（特例適用条文等）にデータ連動します。
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【入力用】給与所得の源泉徴収票
第一表（住宅借入金等特別控除）

第二表（特例適用条文等）

＊「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」
を作成していない場合、データ連動します。



4-3.雑損控除のデータ連動
•入力用帳票から第二表（雑損控除）にデータ連動
します。
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【入力用】雑損控除に係る領収書等

第二表（雑損控除）



4-4.医療費控除のデータ連動
•入力用帳票から「医療費控除の明細書」「医療費に
係る使用証明書等の記載事項」にデータ連動します。
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【入力用】医療費に係る領収書等

医療費に係る使用証明書等の記載事項
（第三者作成書類）

医療費控除の明細書

入力用帳票の「3医療費に係る使用証明書等」に
入力すると第三者作成書類が自動作成されます



4-5.寄附金控除のデータ連動
•入力用帳票から第二表（寄附金控除）と寄附金の
計算明細書にデータ連動します。
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【入力用】寄附金の
受領証等

第二表（寄附金控除）

認定NPO法人等寄附金特別
控除額の計算明細書

公益社団法人等寄附金特別
控除額の計算明細書

政党等寄附金特別控除額の
計算明細書

所得控除
税額控除

＊第二表（住民税）寄附金税額控除にもデータ連動します。



4-6.住宅取得資金年末残高証明書のデータ連動

• 入力用帳票から「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」
と「（付表2）連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末
残高の計算明細書」にデータ連動します。
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【入力用】住宅取得資金に係る借入金
の年末残高証明書

住宅借入金等特別控除
額の計算明細書

（付表2）連帯債務がある場合の住宅
借入金等の年末残高の計算明細書

「住宅借入金等の計算
明細書へ転記する」を
選択すると連動します



4-7.特定口座年間取引報告書、
配当所得に係る支払通知書のデータ連動

• 入力用帳票から「株式等に係る譲渡所得等の計算明細書」と
「確定申告書付表（上場株式等に係る譲渡損失の損益通
算及び繰越控除用）」にデータ連動します。
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【入力用】特定口座年
間取引報告書

株式等に係る譲渡所得
等の計算明細書

確定申告書付表（上場株式等に係る譲
渡損失の損益通算及び繰越控除用）

【入力用】配当所得に
係る支払通知書



4-8.住民税のデータ連動
•入力用帳票から第二表（住民税）の一部の項目に
データ連動します。
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第二表（住民税）

【入力用】寄附金の受
領証等

【入力用】特定口座年
間取引報告書

【入力用】配当所得等
に係る支払通知書



5.所得の内訳書の作成
•入力方法が変わりました。入力方法は2通りあります。

① データ取込
入力用帳票など他帳票で登録した所得を取り込み
します。

② 手入力
データ取込できない所得（利子、雑（その他）、一
時等）は手入力します。
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5-1.所得の内訳書 データ取込（1/4）
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①【データ取込】を
クリックします。

②取込する所得に
チェックをつけます。

③【確定】をク
リックします。

取込済みの所得は
赤字で表示されます。

源泉徴収税額に値がある項
目に自動でチェックがつきます。



5-1.所得の内訳書 データ取込（2/4）
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データが取込されます。

取込元の帳票を修正すると、
所得の内訳書も連動して修
正されます。



5-1.所得の内訳書 データ取込（3/4）

所得種類 転記元の帳票
【総合課税】事業（営業）
【総合課税】事業（その他）
【総合課税】事業（農業）
【総合課税】不動産

青色申告決算書
収支内訳書

【総合課税】配当 【入力用】特定口座年間取引報告書
【入力用】配当所得等の支払通知書

【総合課税】給与 【入力用】給与所得の源泉徴収票
【総合課税】雑（公的年金等） 【入力用】公的年金の源泉徴収票
【総合課税】短期譲渡
【総合課税】長期譲渡 譲渡所得の内訳書（確定申告書付表）【総合譲渡用】
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所得の内訳書にデータ取込される帳票（総合課税）



5-1.所得の内訳書 データ取込（4/4）

所得種類 転記元の帳票
【分離課税】短期譲渡（一般分）
【分離課税】短期譲渡（軽減分）
【分離課税】長期譲渡（一般分）
【分離課税】長期譲渡（特定分）
【分離課税】長期譲渡（軽課分）

譲渡所得の内訳書（確定申告書付表兼計算明細書）【土地・建物用】

【分離課税】一般株式等の譲渡 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書

【分離課税】上場株式等の譲渡 【入力用】特定口座年間取引報告書
株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書

【分離課税】上場株式等の配当等
【入力用】特定口座年間取引報告書
【入力用】配当所得等の支払通知書
確定申告書付表（上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用）
確定申告書付表（特定投資株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用）

【分離課税】先物取引 先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書
【分離課税】退職 【入力用】退職所得の源泉徴収票
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所得の内訳書にデータ取込される帳票（分離課税）



5-2.所得の内訳書 手入力（1/2）
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①手入力する空欄の行
をダブルクリックします。

②必要事項を
入力します。

③【確定】を
クリックします。

必要経費も
入力可能です。



5-2.所得の内訳書 手入力（2/2）
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入力したデータが表示されます。



5-3.所得の内訳書 その他の変更点

• 【F3参照】ボタンがなくなり、第三者作成書類からデー
タの取込ができなくなりました。
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「所得の内訳書」以外の帳票
でも【F3参照】ボタンがなくなり、
第三者作成書類からデータ取
込ができなくなりました。



Memo

33



6.所得データ登録（1/3）

• 「入力用帳票より転記」が追加されました。
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入力用帳票の内容が
転記されます。



6.所得データ登録（2/3）

所得種類 入力用帳票

【総合課税】配当 【入力用】特定口座年間取引報告書
【入力用】配当所得等の支払通知書

【総合課税】給与 【入力用】給与所得の源泉徴収票
【総合課税】雑（公的年金等） 【入力用】公的年金の源泉徴収票
【分離課税】株式等の譲渡等 【入力用】特定口座年間取引報告書

【分離課税】上場株式等の配当 【入力用】特定口座年間取引報告書
【入力用】配当所得等の支払通知書

【分離課税】退職 【入力用】退職所得の源泉徴収票
退職（合計所得用） 【入力用】退職所得の源泉徴収票
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「入力用帳票より転記」が追加された所得



6.所得データ登録（3/3）
• 「所得の内訳書より転記」で、「必要経費」が転記さ
れるようになりました。
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必要経費が転記されます。

所得の内訳書に
必要経費が入
力できます。



Memo

37



7.第三者作成書類の作成(1/3）
•送信票（兼送付書）は初期値でチェックが付くように
なりました。

•送信票（兼送付書）は第三者作成書類の先頭に表
示されます。
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「入力用帳票」を作成すると、「第三
者作成書類」が自動作成されます。



7.第三者作成書類の作成(2/3）
•申告書の作成が完了したら、送信票（兼送付書）画
面で【データ取込】が必要です。
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【データ取込】すると
作成済みの帳票に
チェックがつきます。

＊今までと同じです。



7.第三者作成書類の作成(3/3）
•入力用帳票を作成した場合、入力用帳票からデータ
連動します。

•入力用帳票を作成していない場合、第三者作成書
類は手入力します。
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入力用帳票 作成済（データ連動） 入力用帳票 未作成（手入力）

「第三者作成書類」に入力したもの
は申告書等に直接連動しません！

入力できません。（「入力用帳
票」に入力して下さい。）



8.入力用帳票 その他の機能（1/3）

•明細行の移動や複写ができます。
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【↑上へ】【↓下へ】ボタン
をクリックすると、選択中の
行が上や下に移動します。

【複写】ボタンをクリック
すると、前行の内容が
複写されます。



8.入力用帳票 その他の機能（2/3）

•最終ページが削除できます。

42

【ページ削除】ボタン
から削除できます。

最終ページ



8.入力用帳票 その他の機能（3/3）

•合計金額が先頭ページに表示されます。

43

合計金額は先頭ページ
のみ表示されます。

先頭ページ



9.帳票の一括印刷
• 【申告書】タブの下の方に入力用帳票が追加されまし
た。

44

「入力用帳票」にチェックをつ
けると、すべての入力用帳票
にまとめてチェックがつきます。

「申告書及び添付書類」に
チェックをつけると、すべての
申告書と添付書類にまとめ
てチェックがつきます。



10.インポート・エクスポート機能
• Excel形式のファイルのエクスポート、インポートができ
るようになりました。

•基本情報、帳票データ（家族情報、入力用帳票、
税務代理書面）がインポート、エクスポートできます。

45

インポート、エクスポートできる
項目が確認できます。



11.その他の注意点

• 「入力用帳票」を作成する前に、第二表に手入力し
た内容は、 「入力用帳票」を作成すると消えることが
あります。

• 「入力用帳票」を削除しても、対応する「第三者作成
書類」は自動削除されません。（「第三者作成書
類」を削除するには、【第三者作成書類の作成】⇒
「作成帳票の選択」画面のチェックを外してください。）
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Memo
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