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給与年間収入
（通勤手当等の
非課税を除く）

－ 給与所得控除 ＝ 給与所得

給与所得 － ※所得控除 ＝ 課税所得

課税所得 × 税率 ＝ 税 額

税 額 － 税額控除 － 概算源泉徴収税額
還付？
追徴？

還付？
追徴？

12月最後の給
与で調整！ 法定調書

税務署・市町村へ

年末調整計算等の流れ

≪原則≫ ≪翌年1月31日までに≫

※ 所得控除は非常に重要です！ しっかり確認しましょう！！
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●平成30年分 扶養控除等（異動）申告書
●平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書
●平成30年分 給与所得者の保険料控除申告書

「所得控除」に関して従業員さんに提出していただく書類！

平成３０年分の年末調整から、 「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者
特別控除申告書」が「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告
書」の２種類の様式とされました。
また、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けようとする場合に、「給与所得者の配偶
者控除等申告書」を提出しなければならないこととされました。（以前、「配偶者控除」は、扶養
控除等（異動）申告書の確認で控除可能でした。）
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年末調整でできる所得控除

1. 社会保険料控除
2. 小規模企業共済金等掛金控除
3. 生命保険料控除
4. 地震保険料控除
5. 配偶者控除
6. 配偶者特別控除
7. 扶養控除
8. 障害者控除
9. 寡婦控除
10.寡夫控除
11.勤労学生控除
12.基礎控除

雑損控除・医療費控除・寄付金控除
は年末調整ではできません！！

確定申告で対応しましょう！！



5

１．社会保険料控除とは

自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険
料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることがで
きる。

２．控除対象社会保険料

① 健康保険、国民年金、厚生年金保険及び船員保険の保険料で被保険者と
して負担するもの

② 国民健康保険の保険料又は国民健康保険税
③ 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料
④ 介護保険法の規定による介護保険料
⑤ 雇用保険の被保険者として負担する労働保険料 など．．．．

３．控除対象金額

当該年に実際に支払った金額（会社員等は、給与から控除された金額を含む。）

社会保険料控除
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１．小規模企業共済等掛金控除とは

小規模企業共済等掛金控除

給与所得者が小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金等を支
払った場合には、その支払った掛金の所得控除を受けられる。

２．控除対象小規模企業共済等掛金等

① 小規模企業共済法の規定によって独立行政法人中小企業基盤整備機構と
結んだ共済契約の掛金

② 確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者
掛金

③ 地方公共団体が実施する、いわゆる心身障害者扶養共済制度の掛金で所定
の要件を満たすもの

３．控除対象金額

その年に支払った金額の全額
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給与所得者が生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場
合には、一定の金額の所得控除を受けることができる。

生命保険料控除

１．生命保険料控除とは

【平成23年12月31日以前の契約】 【平成24年1月1日以後の契約】

旧契約 新契約

一般生命保険控除 一般生命保険料控除

個人年金保険料控除 介護医療保険料控除

個人年金保険料控除

支払った生命保険料が生命保険料控除の対象となるか否かについては、保険会社等から
送られてくる証明書（今年から、電磁的記録印刷書面『電子証明書に記録された情報の内
容と、その内容が記録された二次元コードが付された出力書面』が加えられました。）に
よって確認しましょう！
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（１）対象となる一般生命保険契約

平成23年12月31日以前の契約

① 生命保険会社又は外国生命保険会社等と締結した生存又は死亡に基因して一定額の
保険金等が支払われる保険契約

② 旧簡易生命保険契約
③ 農業協同組合と締結した生命共済に係る契約その他これに類する共済に係る契約
④ 生命保険会社、外国生命保険会社等、損害保険会社又は外国損害保険会社等と締結
した身体の疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支
払われる保険契約のうち、医療費支払事由に基因して保険金等が支払われるもの

など…

平成24年1月1日以後の契約

① 生命保険会社又は外国生命保険会社等と締結した生存又は死亡に基因して一定額の
保険金等が支払われる保険契約

② 旧簡易生命保険契約
③ 農業協同組合と締結した生命共済に係る契約その他これに類する共済に係る契約な
ど．．．

２．対象となる生命保険契約等
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（２）対象となる介護医療保険契約等

平成24年1月1日以後の契約

① 生命保険会社若しくは外国生命保険会社等又は損害保険会社若しくは外国損害保険会
社等と締結した疾病又は身体の傷害等により保険金が支払われる保険契約のうち、医療
費支払事由に基因して保険金等が支払われる保険契約

② 疾病又は身体の障害等により保険金等が支払われる旧簡易生命保険契約又は生命共
済契約等のうち一定のもので、医療費等支払事由により保険金等が支払われるもの
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（３）対象となる個人年金保険契約等

生命保険会社等との契約のうち年金（退職年金を除きます。）を給付する定めのあるもの
のうち、①から③までに掲げる要件の定めのあるものをいいます。

① 年金の受取人は、保険料若しくは掛金の払込みをする者、又はその配偶者となってい
る契約であること。

② 保険料等は、年金の支払を受けるまでに10年以上の期間にわたって、定期に支払う契
約であること。

③ 年金の支払は、年金受取人の年齢が原則として満60歳になってから支払うとされている
10年以上の定期又は終身の年金であること。

平成24年1月1日以後の契約

平成23年12月31日以前の契約

平成23年12月31日以前契約と同じ



11

４．生命保険料控除額

(1) 新契約（平成24年1月1日以後に締結した保険契約等）に基づく場合の控除額

平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく新生命保険料、介護医療
保険料、新個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめ
て計算した金額です。

年間の支払保険料等 控除額

20,000円以下 支払保険料等の全額

20,000円超 40,000円以下 支払保険料等×1/2+10,000円

40,000円超 80,000円以下 支払保険料等×1/4+20,000円

80,000円超 一律40,000円

※支払保険料等とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引
いた残りの金額をいいます。
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４．生命保険料控除額

(2) 旧契約（平成23年12月31日以前に締結した保険契約等）に基づく場合の控除額
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく旧生命保険料と旧個人年金保

険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額です。

年間の支払保険料等 控除額

25,000円以下 支払保険料等の全額

25,000円超 50,000円以下 支払保険料等×1/2+12,500円

50,000円超 100,000円以下 支払保険料等×1/4+25,000円

100,000円超 一律50,000円

(注)
1. いわゆる第三分野とされる保険（医療保険や介護保険）の保険料も、旧生命保険料となります。
2. 支払保険料等とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残り
の金額をいいます。
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(3) 新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額
新契約と旧契約の双方に加入している場合の新（旧）生命保険料または新（旧）個人年

金保険料は、生命保険料又は個人年金保険料の別に、次のいずれかを選択して控除額
を計算することができます。

４．生命保険料控除額

(4) 生命保険料控除額
(1)から(3)による各控除額の合計額が生命保険料控除額となります。なお、この合計額

が12万円を超える場合には、生命保険料控除額は12万円となります。

適用する生命保険料控除 控除額

新契約のみ生命保険料控除を適用 (1)に基づき算定した控除額

旧契約のみ生命保険料控除を適用 (2)に基づき算定した控除額

新契約と旧契約の双方について生命
保険料控除を適用

(1)に基づき算定した新契約の控除額と
(2)に基づき算定した旧契約の控除額の
合計額（最高4万円）
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地震保険料控除

給与所得者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛
金を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。

１．地震保険料控除とは

２．経過措置

平成19年分から損害保険料控除が廃止されましたことに伴い、経過措置として
以下の要件を満たす一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料については、
地震保険料控除の対象とすることができる。
(1) 平成18年12月31日までに締結した契約（保険期間又は共済期間の始期が平
成19年1月1日以後のものは除く）

(2) 満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約
(3) 平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの
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３．対象地震保険とは

地震保険料控除の対象となる保険や共済の契約は、一定の資産を対象とす
る契約で、地震等による損害により生じた損失の額をてん補する保険金又は
共済金が支払われる契約です。

４．地震保険控除額

区分 年間の支払保険料の合計 控除額

(1)地震保険料
50,000円以下 支払金額の全額

50,000円超 一律50,000円

(2)旧長期損害保険料

10,000円以下 支払金額の全額

10,000円超
20,000円以下

支払金額×1/2＋5,000円

20,000円超 15,000円

(1)・(2)両方がある場合 －
(1)、(2)それぞれの方法で計算した金額

の合計額（最高50,000円）

その年に支払った保険料の金額に応じて、次により計算した金額が控除額となります。

(注) 一の損害保険契約等又は一の長期損害保険契約等に基づき、地震保険料及び旧長期損害保険料の両方を支払って
いる場合には、給与所得者の選択により地震保険料又は旧長期損害保険料のいずれか一方の控除を受けることとなります。
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配偶者控除

１．配偶者控除とは

給与所得者（合計所得金額が1,000万円以下の者に限る）に所得税法上の控除対
象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。
※平成30年分以後は、控除を受ける給与所得者本人の合計所得金額が1,000万
円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。

控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の４つの要件のすべてに該
当する人です。
(1) 民法の規定による配偶者であること（内縁関係を除く。）。
(2) 給与所得者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。（給与のみの場合は給与収

入が103万円以下）
(4) 青色申告の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていな

いこと又は白色申告の事業専従者でないこと。

【控除対象配偶者】
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２．配偶者控除額

給与所得者本人の合計所得金額 控除額

一般の控除対象配偶者 老人控除対象配偶者

900万円以下 ３８万円 ４８万円

900万円超 950万円以下 ２６万円 ３２万円

950万円超 1,000万円以下 １３万円 １６万円

老人控除対象配偶者とは、原則として、控除対象配偶者のうち、その年12月31
日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
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配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられない
ときでも、所定の要件を満たせば、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額
の所得控除が受けられる。

配偶者特別控除

１．配偶者特別控除とは

２．適用要件

(1) 控除を受ける給与所得者本人のその年における合計所得金額が1,000万
円以下であること。

(2) 配偶者が、次の５つの要件すべてに当てはまること。
①民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
②控除を受ける人と生計を一にしていること。
③その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていない
こと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
④他の人の扶養親族となっていないこと。
⑤年間の合計所得金額が38万円超123万円以下であること。
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２．配偶者特別控除額

控除を受ける納税義務者本人の合計所得金額

配
偶
者
の
合
計
所
得
金
額

900万円以下 900万円超
950万円以下

950万円超
1,000万円以下

38万円超 85万円以下 38万円 26万円 13万円

85万円超 90万円以下 36万円 24万円 12万円

90万円超 95万円以下 31万円 21万円 11万円

95万円超 100万円以下 26万円 18万円 9万円

100万円超 105万円以下 21万円 14万円 7万円

105万円超 110万円以下 16万円 11万円 6万円

110万円超 115万円以下 11万円 8万円 4万円

115万円超 120万円以下 6万円 4万円 2万円

120万円超 123万円以下 3万円 2万円 1万円
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扶養控除

給与所得者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定
の金額の所得控除が受けられる。

扶養親族とは、その年の12月31日（給与所得者が年の中途で死亡し又は出国する場
合は、その死亡又は出国の時）の現況で、次の４つの要件のすべてに該当する人。
(1) 配偶者以外の親族（6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。）又は都道

県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託され
た老人であること。

(2) 給与所得者と生計を一にしていること。
(3) その年中の合計所得金額が38万円以下であること。

※給与のみの場合は給与収入が103万円以下
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていない

こと又は白色申告の事業専従者でないこと。

【扶養親族】

【控除対象扶養親族とは】

扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上のもの。

１．扶養控除とは
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２．扶養控除の控除額

区分 控除額

一般の控除対象扶養親族 38万円

特定扶養親族（注１） 63万円

老人扶養親族（注２）
同居老親等以外の者 48万円

同居老親等（注３） 58万円

注１ 特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の
人をいいます。

注２ 老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいい
ます。

注３ 同居老親等とは、老人扶養親族のうち、給与所得者又はその配偶者の直系の尊属で、給与所得者
又はその配偶者と同居している人をいいます。
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障害者控除

給与所得者自身、同一生計配偶者（注）又は扶養親族が所得税法上の障害者
に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを
障害者控除といいます。

なお、障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族を有する場
合においても適用されます。

(注) 同一生計配偶者とは、給与所得者の配偶者でその給与所得者と生計を
一にするもの（青色事業専従者等を除く。）のうち、合計所得金額が38万円以
下である者をいいます。

１．障害者控除とは
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（１） 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人 この人は、特別障害者になります。

（２） 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害

者と判定された人 このうち重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。

（３） 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている

人このうち障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者になります。

（４） 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載

されている人 このうち障害の程度が1級又は2級と記載されている人は、特別障害者になります。

（５） 精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が１，２又は４に掲げる人に準ず

るものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人
このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者

になります。

２ 障害者控除の対象者

（６） 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人

このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は、特別障害者となります。

（７） 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人

この人は、特別障害者となります。

（８） その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な

介護を必要とする（介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる）

人 この人は、特別障害者となります。
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３ 障害者控除額

障害者 ２７万円

特別障害者 ４０万円

同居特別障害者 ７５万円

（※）同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親
族で、給与所得者自身、配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居
を常としている者
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寡婦控除

一般の寡婦とは、給与所得者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、次のいずれかに
当てはまる人です。
(1) 夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一
定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人です。この場合の子は総所得
金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られま
す。

(2) 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得
額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などの要件はありません。

（注） 「夫」とは、民法上の婚姻関係をいいます。

給与所得者自身が一般の寡婦又は特別の寡婦であるときは、一定の金額の所得
控除を受けることができます。これを寡婦控除といいます。

１．寡婦控除とは

【一般の寡婦】

【特別の寡婦】

一般の寡婦に該当する人が次の要件の全てを満たすときは、特別の寡婦に該当します。
(1) 夫と死別し又は夫と離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人
(2) 扶養親族である子がいる人
(3) 合計所得金額が500万円以下であること。
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２．寡婦控除額

区分 控除額

一般の寡婦 ２７万円

特別の寡婦 ３５万円
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給与所得者自身が寡夫であるときは、一定の金額の所得控除を受けることがで
きます。

寡夫控除

１．寡夫控除とは

寡夫とは、給与所得者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、次の三つの要件の全
てに当てはまる人です。
(1) 合計所得金額が500万円以下であること。
(2) 妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていないこと又は妻の生死が明
らかでない一定の人であること。

(3) 生計を一にする子がいること。
この場合の子は総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や
扶養親族になっていない人に限られます。

（注） 「妻」とは、民法上の婚姻関係をいいます。

【寡夫とは】

区分 控除額

寡夫控除 ２７万円

２．寡夫控除額
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勤労学生控除

１．勤労学生控除とは

給与所得者自身が勤労学生であるときは、一定の金額の所得控除を受けること
ができます。
【控除対象勤労学生】

その年の12月31日の現況で、次の３つの要件の全てに当てはまる学生です。
(1) 給与所得などの勤労による所得があること
(2) 合計所得金額が65万円以下で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万

円以下であること
(3) 特定の学校の学生、生徒であること

この場合の特定の学校とは、次のいずれかの学校です。
①学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
②国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち

一定の課程を履修させるもの
③職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課

程を履修させるもの

区分 控除額

勤労学生控除 ２７万円

２．勤労学生控除額
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基礎控除

基礎控除は、他の所得控除と違い、納税義務者であれば認められており他の
要件はありません。

基礎控除の金額は38万円となります。



30

年末調整でできる税額控除

個人が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得又は増改築等(以下
「取得等」といいます。)をした場合で、一定の要件を満たすときは、その取得等
に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住
の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除する「住宅借入金等特
別控除」又は「特定増改築等住宅借入金等特別控除」の適用を受けることが
できます。

適用2年目以降の住宅借入金等特別控除

住宅借入金等特別控除は、初年度に確
定申告をしなければ、次年度以降年末調
整で控除を受ける事ができません。

配当控除・外国税額控除・寄付金
特別控除は、年末調整で控除は
受けれません！
確定申告で対応しましょう！！

住宅借入金等特別控除


