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まえがき 

 

本書の目的 

本書は、「GLOVIA らくらくきらら 給与」の提供する機能を説明するものです。 

 

本書の読者 

本書は、「GLOVIA らくらくきらら 給与」の導入をご検討されているお客様への導入ご担当者様

及び実際に導入されるお客様を対象に、「GLOVIA らくらくきらら 給与」で利用できる機能を解

説するものです。 

 

本書の構成 

本書の構成は以下のとおりです。 

 

章 内容 

第 1 章 機能概要 「GLOVIA らくらくきらら 給与」の機能概要について説明します。 

第 2 章 機能詳細 「GLOVIA らくらくきらら 給与」の機能詳細について説明します。 

第 3 章 動作環境 「GLOVIA らくらくきらら 給与」を利用するために必要な動作環境について説明します。 

 

本書の読み方 

GLOVIA らくらくきらら 給与 の概要を知りたい場合には第1章を、機能詳細を知りたい場合に

は第2章を、動作環境を知りたい場合には第3章を参照願います。 

 

変更履歴 

 

版数 日付 変更内容 

第 1.0 版 2015/9/1 新規作成 

第 2.0 版 2016/6/15 V02L10 の内容を反映 
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第1章 機能概要 

本章では、「GLOVIA らくらくきらら 給与」の機能概要について説明します。 

 

1.1 GLOVIA らくらくきらら 給与 とは 

GLOVIA らくらくきらら 給与 の概要を説明します。 

 

《 GLOVIA らくらくきらら 給与 とは 》 

GLOVIA らくらくきらら 給与は、急成長している企業向けの商品であり、「所有から利用を可能

にする給与システム」です。 

本製品が掲げるコンセプトは以下の3つです。 

 

・すばやく 

会社の成長に人材・IT運用管理が追いつかない成長企業が、素早く、簡単に使い始

めることができます。 

・むだなく 

必要な業務から使い始め、将来的な業務規模やニーズの拡大へも柔軟に対応しま

す。 

・だいかつやく 

既存の基幹システムやその他クラウドともしっかり連携します。 

業務を便利に楽にする様々なサービスともつながり、活用の幅が広がります。 

 

本製品では、「社員情報管理」や給与業務に必要な「給与計算」、「賞与計算」および「社会保

険」などの機能を利用できます。 

簡単でシンプルな画面・操作性で使いやすく、さらにSaaS版のため、法制度改正によるプログラム

の入れ替えや機能強化など、最新システムへの更新もデータセンタで自動的に実施されます。IT

運用の負荷を軽減しながら、常に最新の機能を使用できます。 

  



 

 
 2 Copyright 2016 FUJITSU LIMITED 

 

1.2 GLOVIA らくらくきらら 給与 機能概要 

GLOVIA らくらくきらら 給与 の機能の概要について説明します。 

以下の機能分類で構成されます。 

 

(1) 基本機能 

・社員情報 

・給与 

・賞与 

・社会保険 

・年末調整 

・個人番号 

・システム管理 

 

図 1 GLOVIA らくらくきらら 給与 概要 

 

 

図 2 GLOVIA らくらくきらら 給与 機能概要 

 

 

1.2.1 基本機能 

1.2.1.1 社員情報 

社員設定、社員台帳など社員情報の管理機能を提供します。 

GLOVIA らくらく きらら 給与 
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表 1 社員情報 管理業務 

業務 概要 

社員情報 給与計算に関わる基本社員情報の管理機能を提供します。 

 

1.2.1.2 給与 

従業員への給与支給を行うための機能を提供します。 

表 2 給与 業務 

業務 概要 

入力業務 給与計算に伴う入力機能を提供します。 

帳票 給与計算に伴う印刷機能を提供します。 

データ作成 給与計算後の金融機関への依頼データ作成機能を提供します。 

 

1.2.1.3 賞与 

従業員への賞与支給を行うための機能を提供します。 

表 3 賞与 業務 

業務 概要 

入力業務 賞与計算に伴う入力機能を提供します。 

帳票 賞与計算に伴う印刷機能を提供します。 

データ作成 賞与計算後の金融機関へのデータ作成機能を提供します。 

 

1.2.1.4 社会保険 

社会保険料の計算・届出を行うための機能を提供します。 

表 4 社会保険 業務 

業務 概要 

入力業務 社会保険料の調整を行うための入力機能を提供します。 

帳票 社会保険料の改定・届出に伴う印刷機能を提供します。 

 

1.2.1.5 年末調整 

年末調整の計算・届出を行うための機能を提供します。 

表 5 年末調整 業務 

業務 概要 

入力業務 年末調整を行うための入力機能を提供します。 

帳票 年末調整に伴う印刷機能を提供します。 

 

1.2.1.6 個人番号 

個人番号を保管するための管理機能を提供します。 

表 6 個人番号 業務 

業務 概要 

保管業務 個人番号の設定機能を提供します。 
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1.2.1.7 システム管理 

システムを利用するユーザの管理や利用者の操作状況の確認などシステム管理機能を提供しま

す。 

表 7 システム管理 業務 

業務 概要 

ユーザ管理 ユーザ設定、パスワード変更などユーザ管理が行える機能を提供します。 

運用管理 操作履歴などの運用管理が行える機能を提供します。 
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第2章 基本機能詳細 

本章では、GLOVIA らくらくきらら 給与 の主要な機能の詳細について説明します。 

 

2.1 社員情報 

2.1.1 社員情報 

社員情報の主要機能は以下のとおりです。 

表 8 社員情報機能 

機能 概要 

給与社員設定 社員情報を設定する機能を提供します。 

給与社員抽出 社員情報や給与・賞与の実績などのデータを出力する機能を提供します。 

社員台帳 社員情報を印刷する機能を提供します。 

退職者一覧 退職者情報を印刷する機能を提供します。 

 

2.1.1.1 給与社員設定 

[給与社員設定]機能から、従業員情報を登録します。 

キーボードのファンクションキーとボタンが割りあたっていますので、キーボードとENTERキーを使った操

作性のよい機能を提供しています。 

図 3 給与社員設定画面 

 
 

2.1.1.2 給与社員抽出 

[給与社員抽出]機能から、登録されている社員や給与実績情報などの各種情報をＣＳＶファイ

ルとして出力が可能です。 
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指定した条件は保存することができるため、定型的な出力にも柔軟に対応できます。 

図 4 給与社員抽出画面 

 

 

図 5 給与社員抽出画面 

 

 

2.1.1.3 社員台帳 

[社員台帳]機能から、条件指定を行うことで、帳票出力が可能です。 
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帳票は画面にプレビューされますので、印刷内容を確認してから、紙への出力を行うことができま

す。 

図 6 作表条件指示 社員台帳 

 

 

図 7 社員台帳 印刷プレビュー画面 
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2.2 給与 

2.2.1 入力業務 

入力業務の主要機能は以下のとおりです。 

表 9 給与入力業務 

機能 概要 

勤怠入力 勤怠情報の入力機能を提供します。 

変動入力 変動情報の入力機能を提供します。 

給与明細書入力 給与明細書と同じ形式での入力機能を提供します。 

 

2.2.1.1 勤怠入力 

[勤怠入力]機能から、入力対象者の条件を指定して、勤怠情報の入力が可能です。 

図 8 勤怠入力 検索条件 
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図 9 勤怠入力 

 
 

2.2.1.2 給与明細書入力 

[給与明細書入力]機能から、入力対象者の条件を指定して、給与明細書と同じ形式の画面か

ら給与情報の入力が可能です。 

図 10 給与明細書入力 検索条件 
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図 11 給与明細書入力 

 
 

 

2.2.2 帳票 

帳票の主要機能は以下のとおりです。 

表 10 給与帳票機能 

機能 概要 

給与明細書 給与明細書の印刷機能を提供します。 

給与台帳 給与台帳の印刷機能を提供します。 

給与集計表 給与集計表の印刷機能を提供します。 

勤怠集計表 勤怠集計表の印刷機能を提供します。 

社会保険台帳 社会保険台帳の印刷機能を提供します。 

所得税徴収高計算書 所得税徴収高計算書の印刷機能を提供します。 

総合振込依頼書 総合振込依頼書の印刷機能を提供します。 

住民税納付先別一覧表 住民税納付先別一覧表の印刷機能を提供します。 

 

2.2.2.1 給与明細書 

[給与明細書]機能から、条件指定を行うことで帳票出力が可能です。 

帳票は画面にプレビューされますので、印刷内容を確認してから、紙への出力を行うことができま

す。 
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図 12 作表条件指示 給与明細書 

 

 

図 13 給与明細書 印刷プレビュー 

 
 

2.2.2.2 給与集計表 

[給与集計表]機能から、条件指定を行うことで帳票出力が可能です。 

帳票は画面にプレビューされますので、印刷内容を確認してから、紙への出力を行うことができま
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す。 

図 14 給与集計表 

 
 

図 15 給与集計表 印刷プレビュー 
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2.2.3 データ作成 

データ作成の主要機能は以下のとおりです。 

表 11 給与データ作成機能 

機能 概要 

銀行振込データ作成 給与振込データの作成機能を提供します。 

 

2.2.3.1 銀行振込データ作成 

[銀行振込データ作成]機能から、金融機関への給与振込データの作成が可能です。 

図 16 銀行振込データ作成（給与） 

 
 

 

2.3 賞与 

2.3.1 入力業務 

入力業務の主要機能は以下のとおりです。 

表 12 賞与入力機能 

機能 概要 

賞与入力 賞与情報の入力機能を提供します。 

賞与明細書入力 給与明細書と同じ形式での入力機能を提供します。 

 

2.3.1.1 賞与入力 

[賞与入力]機能から、入力対象者の条件を指定して、賞与の入力が可能です。 
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図 17 賞与入力 検索条件 

 
 

図 18 賞与入力 

 
 

2.3.1.2 賞与明細書入力 

[賞与明細書入力]機能から、入力対象者の条件を指定して、賞与明細書と同じ形式の画面か

ら賞与の入力が可能です。 
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図 19 賞与明細書入力 検索条件 

 

 

図 20 賞与明細書入力 
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2.3.2 帳票 

帳票の主要機能は以下のとおりです。 

表 13 賞与帳票機能 

機能 概要 

賞与明細書 賞与明細書の印刷機能を提供します。 

賞与台帳 賞与台帳の印刷機能を提供します。 

賞与集計表 賞与集計表の印刷機能を提供します。 

社会保険台帳 社会保険台帳の印刷機能を提供します。 

賞与支払届 賞与支払届の印刷機能を提供します。 

所得税徴収高計算書 所得税徴収高計算書の印刷機能を提供します。 

総合振込依頼書 総合振込依頼書の印刷機能を提供します。 

 

2.3.2.1 賞与明細書 

[賞与明細書]機能から、条件指定を行うことで帳票出力が可能です。 

帳票は画面にプレビューされますので、印刷内容を確認してから、紙への出力を行うことができま

す。 

図 21 作表条件指示 賞与明細書 
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図 22 賞与明細書 印刷プレビュー 

 
 

2.3.2.2 賞与集計表 

[賞与集計表]機能から、条件指定を行うことで帳票出力が可能です。 

帳票は画面にプレビューされますので、印刷内容を確認してから、紙への出力を行うことができま

す。 

図 23 賞与集計表 
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図 24 賞与集計表 印刷プレビュー 

 
 

2.3.3 データ作成 

データ作成の主要機能は以下のとおりです。 

表 14 賞与データ作成機能 

機能 概要 

銀行振込データ作成 賞与振込データの作成機能を提供します。 

 

2.3.3.1 銀行振込データ作成 

[銀行振込データ作成]機能から、金融機関への賞与振込データの作成が可能です。 
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図 25 銀行振込データ作成（賞与） 

 
 

2.4 社会保険 

2.4.1 入力業務 

入力業務の主要機能は以下のとおりです。 

表 15 社会保険入力機能 

機能 概要 

社会保険調整入力 社会保険調整の入力機能を提供します。 

 

2.4.1.1 社会保険調整入力 

[社会保険調整入力]機能から、社会保険料の調整額の入力を行うことが可能です。 
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図 26  社会保険調整入力 

 
 

2.4.2 帳票 

帳票の主要機能は以下のとおりです。 

表 16 社会保険帳票機能 

機能 概要 

算定基礎届 算定基礎届の印刷機能を提供します。 

月額変更届 月額変更届の印刷機能を提供します。 

資格取得届 資格取得届の印刷機能を提供します。 

資格喪失届 資格喪失届の印刷機能を提供します。 

賞与支払届 賞与支払届の印刷機能を提供します。 

労働保険納付基礎資料 労働保険納付基礎資料の印刷機能を提供します。 

雇用保険証明基礎資料 雇用保険証明基礎資料の印刷機能を提供します。 

算定基礎届 算定基礎届の印刷機能を提供します。 

 

2.4.2.1 算定基礎届 

[算定基礎届]機能から、条件指定を行うことで帳票出力が可能です。 

帳票は画面にプレビューされますので、印刷内容を確認してから、紙への出力を行うことができま

す。 

図２７ 作表条件指示 算定基礎届 
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図 27 作表条件指示 算定基礎届 

 

 

図 28 被保険者報酬月額算定基礎届 印刷プレビュー 

 
 

2.4.2.2 賞与支払届 

[賞与支払届]機能から、条件指定を行うことで帳票出力が可能です。 

帳票は画面にプレビューされますので、印刷内容を確認してから、紙への出力を行うことができま
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す。 

図 29 作表条件指示 賞与支払届 

 
 

図 30 被保険者賞与支払届 印刷プレビュー 
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2.5 年末調整 

2.5.1 入力業務 

入力業務の主要機能は以下のとおりです。 

表 17 年末調整入力機能 

機能 概要 

年末調整入力 年末調整の入力機能を提供します。 

 

2.5.1.1 年末調整入力 

[年末調整入力]機能から、保険料控除などの調整入力が可能です。 

図 31 年末調整入力 

 
 

2.5.2 帳票 

帳票の主要機能は以下のとおりです。 

表 18 年末調整帳票機能 

機能 概要 

扶養控除申告書 扶養控除申告書の印刷機能を提供します。 

保険料控除申告書 保険料控除申告書の印刷機能を提供します。 

年末調整票 年末調整票の印刷機能を提供します。 

源泉徴収票 源泉徴収票の印刷機能を提供します。 

源泉徴収合計表 源泉徴収合計表の印刷機能を提供します。 

源泉徴収簿 源泉徴収簿の印刷機能を提供します。 

賃金台帳 賃金台帳の印刷機能を提供します。 

還付金明細書 還付金明細書の印刷機能を提供します。 
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総合振込依頼書 総合振込依頼書の印刷機能を提供します。 

 

2.5.2.1 扶養控除申告書 

[給与所得者の扶養控除申告書]機能から、条件指定を行うことで帳票出力が可能です。 

帳票は画面にプレビューされますので、印刷内容を確認してから、紙への出力を行うことができま

す。 

図 32 作表条件指示 給与所得者の扶養控除申告書 
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図 33 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書 印刷プレビュー 

 
 

2.5.2.2 源泉徴収票 

[源泉徴収票]機能から、条件指定を行うことで帳票出力が可能です。 

帳票は画面にプレビューされますので、印刷内容を確認してから、紙への出力を行うことができま

す。 

図 34 作表条件指示 源泉徴収票 
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図 35 源泉徴収票 印刷プレビュー 

 

 

 

2.6 個人番号 

2.6.1 個人番号 

個人番号の主要機能は以下のとおりです。 

表 19 個人番号設定機能 

機能 概要 

個人番号設定 個人番号の管理機能を提供します。 

 

2.6.1.1 個人番号設定 

[個人番号設定]機能から、個人番号及び証明書情報の登録が可能です。 

設定する対象者を選択後、詳細画面にて設定を行います。 
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図 36 個人番号設定 

 

 

図 37 個人番号設定 詳細 
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2.7 システム管理 

2.7.1 ユーザ管理 

ユーザ管理の主要機能は以下のとおりです。 

表 20 ユーザ管理機能 

機能 概要 

ユーザ管理 ユーザ設定、パスワード変更などユーザ管理が行える機能を提供します。 

 

2.7.1.1 ユーザ管理 

[ユーザ設定]機能から利用者情報の登録が可能です。 

管理者のみが利用でき、ユーザ毎にライセンスの付与や権限の設定が行えます。 

図 38 ユーザ設定画面 

 
 

2.7.2 運用管理 

運用管理の主要機能は以下のとおりです。 

表 21 運用管理機能 

機能 概要 

運用管理 操作履歴などのシステム管理が行える機能を提供します。 

 

2.7.2.1 運用管理 

システム管理では、操作履歴状況の確認などシステム管理者が利用する様々な機能を提供しま

す。 
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図 39 操作履歴照会画面 
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第3章 動作環境 

本章では、GLOVIA らくらくきらら 給与 を利用するための必要な動作環境について説明しま

す。 

 

3.1 GLOVIA らくらくきらら 給与 の動作環境 

GLOVIA らくらくきらら 給与 を利用するための推奨環境は以下のとおりです。 

 

3.1.1 クライアント PC 

クライアントPC推奨環境は、以下のとおりです。 

表 22 クライアント PC推奨環境 

ハードウェア 

CPU （推奨）Intel(R) Core(TM) i3-2120 2 コア/3.30GHz 以上 

メモリ （推奨）2GB以上 

ディスプレイ 1024×768 ドット以上の解像度 

OS 

Windows 10 

Windows 8.1 

Windows 7 SP1 

ソフトウェア 

ブラウザ Internet Explorer 11 

Excel［※］ 
Microsoft Excel 2013 

Microsoft Excel 2010 

PDF［※］ Adobe Acrobat Reader11.0以降 

実行環境 
.NET Framework 4.5.2 

.NET Framework 4.6 

※帳票機能において、ExcelまたはPDF形式でエクスポートしたデータを参照する場合に必要とな

ります。また、汎用検索機能を利用する場合には必須となります。 

 

3.1.2 ネットワーク 

インターネット回線速度の推奨は、以下のとおりです。 

表 23 ネットワーク推奨環境 

回線速度 （推奨）最大速度 100Mbps以上 
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