■主な機能
■支給項目処理機能
時給計算
日給計算
日給月給計算
月給(固定給)設定
普通残業計算
深夜残業計算
休日出勤計算
休日残業計算
休日深夜残業計算
有給手当計算
勤怠減額計算
時間外割増率設定
時間外割増金額設定
日割通勤費計算
支給額任意計算式
手当項目任意設定
支給額合計
課税支給額合計
報酬額合計
賃金額合計
■控除項目処理機能
健康保険料
特定保険料
介護保険料
厚生年金料
雇用保険料
社会保険料合計
課税対象額計算
所得税処理
年末調整過不足額
住民税処理
控除額任意計算式
控除項目任意設定
控除額合計
差引支給額合計
現金支給
現物支給
振込支給

※青表示の文字はプロ版のみの機能です。
■勤怠項目処理機能
勤務日数
有給日数
有給残日数
欠勤日数
勤務時間
普通残業時間
深夜残業時間
休日出勤時間
休日残業時間
休日深夜残業時間
有給時間
有給残時間
遅刻早退時間
■タイムカード機能
出勤時間
時間内‑入
時間内‑出
退出時間
メモ入力
労働時間計算
所定内時間
残業時間
深夜残業時間
休日出勤時間
休日残業時間
休日深夜残業時間
遅刻早退時間
有給時間
有給日数
欠勤日数
所定時間帯設定
休憩時間帯設定
残業時間帯設定
深夜残業時間帯設定
休日所定時間帯設定
休日残業時間帯設定
休日深夜残業時間帯設定
休日･祝日設定
休日曜日設定
分単位設定

端数処理設定
勤怠集計データ取込
■入力･編集操作
前月給与明細一括転記
社員随時登録･変更
社員情報随時参照
明細項目随時登録・変更
項目挿入・削除
項目情報随時参照
項目値随時入力
明細編集ロック
数式入力
電卓入力
メニューバー
選択リスト
■印刷機能
普通紙印刷
ＢＳＬ専用サプライ用紙印刷
明細一括印刷
明細一覧印刷
カラー 印刷
印刷位置自動調整
印刷位置手動調整
■振込依頼書
総合振込依頼書
全銀協フォーマット出力
■社会保険届出用紙
健保月額算定基礎届
健保報酬月額変更届
報酬額一括自動取込
■年末調整
給与･賞与自動集計
徴収税額自動集計
扶養控除額自動計算
年税額自動計算
年調過不足額自動計算
源泉徴収票作成
源泉徴収票自動作成
年調過不足額一覧表
年調過不足額一括入力

■人事考課
評定内容編集
評定段階数設定
評定入力(１次〜３次)
評定結果グラフ
人事考課票印刷
人事考課一覧印刷
■集計機能
賃金台帳
支給一覧
控除一覧
勤怠一覧
住民税徴収額一覧表
源泉徴収簿
金種表
有給残推移表
報酬月額一覧
賞与支払一覧
離職証明資料
集計期間指定
集計項目選択
集計社員選択
■データ管理機能
手動バックアップ
自動バックアップ
復元
新規データファイル作成
データファイル切替
パスワード設定
エクスポート(Ｅｘｃｅ
ｌ,ＣＳＶ,ＴＳＶ)
旧バージョンデータ移行
■サービス･サポート
ＢＳＬからのお知らせ表示(オンライン)
ユーザー登録(ＦＡＸ･オンライン)
ユーザー登録変更(ＦＡＸ･オンライン)
サポート情報(オンライン)
サポート問い合わせ(ＦＡＸ･オンライン)
オンライン購入

安心 その１

｢無期限･無料サポート｣で気軽に問い合わせ!!
安心保証

操作上の疑問があるときには､電話･ＦＡＸ･Ｅメールでいつでも
お気軽にお問い合わせください。専門スタッフが､分かりやすく
丁寧にご説明いたします。
いつでも 何度でも お問い合わせいただけます。
※事前に無料のユーザー登録が必要です。電話料金等の通信費用は､お客様にてご負担ください。

業務ソフトに
安心 その２
安心をプラス!!
すべてはお客様の
｢使いこなせる｣
弊社では ｢挫折撲滅!!｣を目標として掲げ､どなたにも確実に使いこなしていただけるよう
のために!!

使いこなせるお約束!! ｢挫折買取サービス｣

努めております。もしサポートサービスをお受け頂いたにもかかわらず操作面で挫折され
運用できなかった場合､買取サービスをいたします。

※｢無期限･無料サポート｣および｢挫折買取サービス｣の詳細については､弊社ウェブサイトまたはパッケージ底面をご覧ください。

給料らくだ５普及版

給料らくだプロ５

小規模事業所・個人事業主に最適
だれでもらくらく使える
給与明細作成ソフト

年末調整･人事考課に対応
手軽な操作で本格処理
充実機能の上位版

標準価格１２,８００円
税込１３,４４０円
◆製品に関するお問い合わせ先

受付時間

標準価格１９,８００円
税込２０,７９０円

■主な仕様
事業所数： 無制限 (データファイル数 無制限)
社員登録数：無制限 (５０人以内を推奨)
部門登録数：無制限 (５０件以内を推奨)
● 課登録数：
無制限 (５０件以内を推奨)
● 給与明細数：無制限 (推奨枚数５０枚/月)
● 賞与明細数：無制限 (推奨枚数５０枚/月)
● 支給形態：
月給･日給月給･日給･時給
● 項目数：
１明細につき 支給･控除･勤怠 各最大２６項目
● 項目名称：
最大全角１０文字 (全角６文字以内を推奨)
● 自動計算式：対応
● 明細書桁数：最大９桁の数値 (設定により小数点以下２桁まで対応)
● 集計表桁数：最大１
２桁
● 全銀協フォーマット：対応(振込データの作成に対応)
● 年末調整：
対応
● 人事考課票：対応
● 使用可能文字：シフトＪ
ＩＳコードの文字
●データ量：データファイル１つにつき､ファイルサイズは１ＧＢ以内
● データ移行：旧バージョンの｢給料らくだ｣のデータを移行可能
●
●
●

(普及版では｢給料らくだプロ｣のデータは移行不可)
(ＥｘｃｅｌやＣＳＶ等の外部データの取込は不可)

データ出力：Ｅｘｃｅｌ，
ＣＳＶ，
ＴＳＶ
● ネットワーク利用：ネットワーク共有による同時利用 (マルチ
クライアント)には非対応
●

※青表示の文字はプロ版のみの機能です。(普及版との比較)
※実際に印刷できる文字数･桁数･項目数は用紙の型番により異
なります。
※項目の自動計算は､システム既定の４２パターン(プロ版は４３
パターン)からの選択､または任意計算式(演算子２個までの
式)を設定できます。
※本製品はパッケージ１つに付き１台のコンピュータでのみご利用
いただけます。
※本製品はデータの安全性確保のため､他の｢らくだ｣シリーズとの
データ連動はしておりません。
※上記仕様は､改良のため予告なしに変更する場合があります｡

■対応用紙
給与･賞与明細書
Ａ４普通紙(５タイプ)
ＢＳＬ専用サプライ用紙 ＢＫ‑２００１･ＢＫ‑２００２･ＢＫ‑２００３
ＢＫ‑２００４･ＢＫ‑２００５･Ａ４ＣＦ２‑０･Ａ４ＣＦ２‑４
Ａ４ＨＦ２‑０･Ａ４ＨＦ２‑４･Ａ４ＨＦ３‑０･Ａ４ＨＦ３‑６
ＨＩＳＡＧＯ用紙 ＧＢ１１２５･ＧＢ１１７２･ＧＢ１１８５･ＢＰ２００２
ＢＰ２００３･ＢＰ２００４･ＢＰ２００５･ＢＰ２００８･ＢＰ２００９
ＢＰ２０１０･ＢＰ２０１１
● 総合振込依頼書
Ａ４普通紙
ＨＩＳＡＧＯ用紙 ＧＢ２４７･ＧＢ１１５４
● 健保算定基礎届
Ｂ５普通紙
ＨＩＳＡＧＯ用紙 ＯＰ３１１･ＯＰ９３９
● 健保月額変更届
Ｂ５普通紙
ＨＩＳＡＧＯ用紙 ＯＰ３１２･ＯＰ９４０
● 源泉徴収票
Ａ４普通紙
ＢＳＬ専用サプライ用紙 ＢＫ‑２２０１
ＨＩＳＡＧＯ用紙 ＧＢ９３８･ＧＢ１１９５･ＯＰ３８６
● 各種集計表
Ａ４普通紙･Ａ３普通紙
● 各種台帳
Ａ４普通紙
●

※上記 ｢普通紙｣とは､市販のコピー用紙等(白紙)への印刷です｡
※お使いのプリンタ機種により使用可能な用紙は異なります。
※各用紙のレイアウトおよびフォントは固定です。
※源泉徴収票の様式は年により変わります。
※対応用紙および書式仕様は変更することがあります。

給与業務はおまかせ
法改正等への対応も安心
簡単操作の給与ソフト
◎残業手当や各種手当･控除を設定可能！
◎社会保険料や所得税も自動で算出！
◎賃金台帳や各種の集計表も簡単作成！
◎年末調整(プロ版)や源泉徴収票の作成に対応！
◎各種の法改正･制度改定等も安心対応！
◎安心の無償３ヵ月保守サービス付き！
◎操作に関するサポートは無期限･無料！

●

毎月の処理を手軽に!!
給与･賞与明細と各種集計
厳選した機能を低価格で!!

年末調整もＯＫ!!

給与･賞与〜年末調整まで
給与業務を幅広くサポート!!

※本製品はＭｉｃｒｏｓｏｆ
ｔＡｃｃｅｓｓ２００２のランタイム版を使用し
ています。ランタイム版は製品ＣＤ‑ＲＯＭ内に収録しています｡
セットアップの際に製品と共に、
自動的にインストールされます｡
他のバージョンの製品版Ａｃｃｅｓｓをご利用の場合、動作に影響
を与える事があります。
※諸般の事情により､製品の仕様･対応用紙･デザイン･動作環境
等は変更することがあります｡

03-3352-6103

正や
各種
制度
改定
も

対応

版プ
３カ月 ログラ
ム
間
無償

!!

http://www.bsl-jp.com

ＢＳＬウェブサイト：

パッケージ内容：ＣＤ‑ＲＯＭ,操作マニュアル

法改

安心

９：００〜１２：００ １３：００〜１７：００（土・日・祝祭日および弊社休業日を除く）

ご購入前のお客様：

対応

◎月給･日給･時給など様々な給与形態に対応！

■動作環境（運用に必要なシステム要件）
対応ＯＳ：Ｗｉ
ｎｄｏｗｓ７/Ｖ
ｉ
ｓｔａ/ＸＰ (日本語版 ３２ｂ
ｉ
ｔ)
※アップグレード インストールしたＷｉｎｄｏｗｓには非対応です｡
※Ｍｉ
ｃｒ
ｏｓｏｆ
ｔＷｉ
ｎｄｏｗｓ９５/９８/Ｍｅ/ＮＴ/２０００には非対応です｡
● コンピュータ本体 (ＣＰＵ)：上記ＯＳが稼動するコンピュータ
(８００ＭＨｚ以上を推奨)
● メモリ：２５６ＭＢ以上(５
１２ＭＢ以上を推奨)
● ハードディスク：セットアップのために３００ＭＢ以上の空き容量
実行時に作業領域として１００ＭＢ以上の空き容量
※上記はシステムドライブ (Ｃドライブ)に必要な空き容量です｡
セットアップ先はシステムドライブ固定で､変更はできません。
● ディスクドライブ：ＣＤ‑ＲＯＭ(またはＤＶＤ)ドライブ必須
● ディスプレイ：ＸＧＡ(
１０２４×７６８)以上の解像度 (Ｈｉ
ｇｈＣｏ
ｌ
ｏｒ
(１６ｂｉ
ｔ) 以上を推奨)
● プリンタ：上記ＯＳに対応したプリンタ (余白を上下左右 ５ｍｍ
以下に設定可能なプリンタを推奨)

Windows 7
Vista /XP

販売店

＊製品の内容および仕様は､改良のため予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
＊記載されている会社名､製品名は各社の登録商標または商標です。

発売・開発元

給料らくだ５普及版
標準価格 12,800 円
税込 13,440 円

〒１６０−０００４ 東京都新宿区四谷４−１１日新ビル
ＴＥＬ．
０３−３３５２−６１０３ ＦＡＸ．
０３−３３５２−６１０８

http://www.bs l-jp.com
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だから安心

だから使いこなせる

業務ソフトの新基準

0

電話･ＦＡＸ･Ｅメールのサポートが

※

円

※サポートサービスには､事前に製品のユーザー登録が必要です｡ 電話料金等の通信費用はお客様負担となります｡

給料らくだプロ５
標準価格 19,800 円
税込 20,790 円

使いこなせる業務ソフト

年税額の計算も万全!!

｢給料らくだ５｣のデータファイルは､パスワード
を設定して他の人が開くことが出来ないように
保護できます。またコンピュータの不意のトラブ
ルに備えて､自動バックアップ機能を搭載。
データ
を安全に保護します。手動でのバックアップ操作
や､データの復元操作も簡単です。

年末調整機能を搭載。各社員の源泉徴収簿は
自動的に集計。大変な手間のかかる扶養控除額
の計算や､各種控除額､年税額の計算､年調過不足
額の処理まで､幅広い計算処理に対応。年末調整が
短時間で処理できます。源泉徴収票も自動作成｡
専用用紙はもちろん､白紙の用紙への印刷にも
対応します。

安心のデータ保護機能

年末調整

のみ

□ 従業員数が数名〜５０名規模の事業所で給与業務を行われる方
□ 毎月の給与業務を手間無く簡単に､ 確実に処理されたい方
□ 操作サポートや法改正対応などにかかる費用を抑えたい方
□ 年末調整に関する処理を､すべて自社で行いたい方 (プロ版)

給与業務が
とっても
ラクだ♪

こんな方に オススメします!!

大切な給与データをしっかりガード!!

社会保険や税制の改正時は？
給与計算ソフトは､所得税制の改正や保険
制度の改定等により､製品プログラムに変更
が必要になることがあります。頻繁に行わ
れる改正等も､｢給料らくだ５｣なら安心対応
いたします!!

購入時 最新改正 無償対応サービス

本製品は､製品出荷時点における最新の改正
等に対応しています。もし､本製品のご購入
時点でさらに改正等が行われていた場合には､
｢対応版プログラム｣を無償提供いたします｡

＊購入後に｢ユーザー 登録(無料)｣が必要です。ユーザー
登録から｢対応版プログラム｣のご提供まで､若干の日数
を要する場合がございます。ご了承下さい。

購入後 無償３ヵ月保守サービス

様々なタイプの明細形式に対応!!

給与･賞与明細書はＡ４普通紙(白紙のコピー
用紙)にカラー の罫線で美しく印刷できます｡
またＢＳＬオリジナルの専用帳票も多数ご用意｡
カラー 罫線入りの用紙に加えて､切り離すと封筒
になる封筒タイプやワンタッチで封緘できる
タック紙タイプなど､明細書の配布を効率化できる
便利な用紙を取り揃えています。

改正等の最新情報をお知らせ
メニューから作業を選択

給与業務に役立つ各種の集計表!!

社員一覧から選択して編集

操作ボタンで機能を呼び出し

必要な機能を見やすく配置し､分かりやすさを
徹底追及しました。パソコン初心者の方でも､
メニューから行いたい操作を選択するだけの簡単
操作ですので､戸惑う心配はありません。
実際の給与明細書と同じレイアウトで分かりやす
い入力画面に､社員氏名･勤怠項目･支給項目･控除
項目などを設定し､必要な数値を入力したら後は
自動計算におまかせ。多彩な機能を､どなたでも
迷うことなく使いこなすことが出来ます。
自動計算で手軽な処理を実現!!

各種の給与形態に対応
月給･日給月給･日給･時給などの給与形態は
もちろん､残業･休日出勤･日割通勤費･有給処理
など､様々な給与形態に柔軟に対応します。
社員ごとに細かな指定が出来るので､多数の
正社員やパートタイマー を抱えていても､対応
が可能です。
●時給計算(時間外割増対応)
勤務時間に応じた支給額を自動的に計算。時間外
の割増(残業･深夜残業･休日出勤など)にも対応
します。割増は時給に対する割増率､または割増
単価のどちらでも設定できます。
●日給計算･日給月給計算
勤務日数に応じた支給額の自動計算にも対応｡
また勤務日数に応じて基本給から日割単価を
差し引く､日給月給の計算も可能です。
●月給
月給の処理にも対応。また月給者に対して時間外
手当の計算を行うことも可能です。
●有給処理
有給日数や有給時間数の管理機能を搭載。有給

使用日数に応じた支給額の計算や､有給残数の
自動計算が可能です。
●日割通勤費
勤務日数に応じた日割通勤費の自動計算にも
対応します。日割の通勤費単価と勤務日数を入力
するだけで､通勤費の自動計算が可能です。

保険料の控除額を自動処理!!

社会保険の控除処理
健康保険料･介護保険料･厚生年金保険料の金額
を自動的に算出できます。｢協会けんぽ｣または
｢組合健保｣のどちらの健康保険にも対応でき
ます。また雇用保険料の自動計算も可能です。

社員別の賃金台帳･源泉徴収簿の自動集計は
もちろん､支給･控除･勤怠項目の一覧集計､部門
別の集計､有給残数の一覧や現金支給に役立つ
金種表など､多彩な集計機能を搭載しています｡
集計対象の期間や社員､集計対象の項目などは
任意に選択可能。給与業務に役立つ様々な情報
を､自在に活用できます。

能力･成果による査定に対応!!

人事考課

のみ

支給･控除項目は自由に設定

分かりやすい操作画面

｢全銀協フォーマット｣の銀行振込依頼データの
作成機能を搭載。給与･賞与明細書の内容を元に､
簡単な操作で依頼
用のデータを出力
できるので､振込に
かかる作業の手間
を大幅に短縮でき
ます｡

豊富な集計機能

社員情報や項目情報を表示

初めてでも迷わない･戸惑わない!!

全銀協フォーマット

のみ

多彩な印刷機能

銀行の振込処理をスムーズにこなす!!

人事･給与制度が年功序列型から能力主義型へ
移行しつつある雇用情勢に対応して､人事考課
票の作成機能を搭載。各社員の効果要素に対する
評定結果を入力す
るだけの簡単な
操作で人事考課票
が作成でき､公平
な査定評価に役立
てられます。

本製品のご購入より３ヵ月間は､改正等が行わ
れた場合の｢対応版プログラム｣を無償提供
いたします。

購入後 対応サービス (有償)

｢無償３ヵ月保守サービス｣の終了後に改正等
が行われた場合､｢対応版プログラム｣の入手
方法のご案内をお送りいたします。
＊ご案内はＦＡＸ･郵便等によりお送りいたします。価格は
改正等の内容によりその都度異なります。

年間保守サービス

安心の｢年間保守サービス｣をご用意しており
ます。｢年間保守サービス｣をお申し込みいただ
ければ､改正等のたびに手続きを行う必要は
ありません。サービス期間中のすべての対
応版を､手続き不要で無償送付いたします。
＊｢年間保守サービス｣はお客様が任意にお申し込みいた
だける､有償のサービスです。｢年間保守サービス｣を
お申し込みでないお客様は､｢対応版プログラム｣は その
都度個別にお申し込みいただく形となります。

●勤怠減額処理
遅刻早退などによる不就労時間を支給額から差し
引く､勤怠減額の計算が可能です。減額は減額率､
または減額単価のどちらでも設定できます。
●各種手当
役職手当･扶養手当･住宅手当･皆勤手当･資格
手当など､様々な手当を自由な項目名称で設定
できます。毎月固定で支給する手当は､社員ごと
に登録すると､毎月自動的に支給額が記載され
ます。また毎月変動して支給する手当には､任意
の計算式を設定することができます。各手当は
課税対象の設定や､社会保険の報酬額･賃金額へ
の算入の有無などを細かく設定できます。
●各種控除
社会保険料や所得税などの法定控除に加えて､
財形貯蓄･親睦会会費･積立金など各種の協定
控除も自由な項目名称で設定できます。毎月
固定で控除する場合には､社員ごとにあらかじめ
登録しておくことができます。また毎月変動で
控除する場合には､任意の計算式を設定すること
ができます。

所得税の源泉徴収もおまかせ!!

所得税の自動表引き
所得税の｢源泉徴収税額表(月額表)｣を搭載。課税
対象額を自動集計し､税額表を基に適切な所得
税額を自動的に算出します。また｢賞与に対する
源泉徴収税額の算出率の表｣も搭載し､賞与の
所得税額の算出にも対応します。各社員の扶養
人数は､個別に設定可能です。

●差引支給額計算
差引支給額は､支給額･控除額から自動計算。また
現金と振込とに分けて支給したり､定期券など
による現物支給の処理にも対応します。さらに
現金支給の場合に便利な金種表の作成機能も
搭載。必要な金種と枚数が､すぐに確認できます｡
※画面イメージおよび印刷見本は､プロ版のものです｡

