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人事労務 freeeは、経済産業省後援の「2017年 HRテクノロジー大賞」、並びに

総務省後援の「ASPIC IoT・クラウドアワード2017 基幹業務系分野グランプリ」を受賞しました

2017年夏にフルリニューアルされた「人事労務 freee」では、その

後も新機能が続々とリリースされています。

本資料では2017年10月~ 11月の2ヶ月間に追加された13の新機

能の他、今後追加予定の機能の一部をご紹介いたします

(8月、9月の新機能についてはこちらを御覧下さい）

本資料について

https://corp.freee.co.jp/news/hrtech2nd-7061.html
https://corp.freee.co.jp/news/aspic-2017hr-7555.html
https://go.freee.co.jp/rs/548-BFM-800/images/HR_release_info_201709.pdf?_ga=2.15761526.1349940877.1511491041-1192375001.1486110419
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勤怠・有給管理



モバイルアプリで複数休憩、有給や遅早が記入可能に

5

freeeの従業員向けアプリ「freee for 
team」(iOS/Android)で、複数の休憩

時間や有給、半休、遅刻早退を記録で

きるようになりました

 Tips

freee for teamでは勤怠管理だけでなく、給与明細の確認なども可能です

　 勤怠・有給管理 　 行政手続き　 従業員管理 　 給与計算

 Tips

ダウンロードは下記リンクから

https://itunes.apple.com/jp/app/id1037197002
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.freee.team


モバイルアプリで勤怠の打刻が可能に

6

freeeの従業員向けアプリ「freee for 
team」(iOS/Android)で、出勤・退勤・休憩

を打刻できるようになりました。

位置情報の記録も可能です

 Tips

特に直行直帰や現場作業などの際には、モバイル打刻が便利です

　 勤怠・有給管理 　 行政手続き　 従業員管理 　 給与計算

 Tips

ダウンロードは下記リンクから
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https://itunes.apple.com/jp/app/id1037197002
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.freee.team
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従業員管理



基本給の一括更新が可能に

8 Tips

直近では、手当や控除の一括更新を追加予定です（後述）
 Tips

　 行政手続き　 従業員管理　 勤怠・有給管理 　 給与計算

基本給をCSVインポートで一括更

新できるようになりました。新たに

「一括更新」のハブページを設け、

今後一括更新できる項目を拡大し

てまいります



従業員の項目を自由に作成可能に

9

従業員に関する項目を自由に作

成できる「カスタム項目」が利用可

能になりました。

別途Excelで管理している情報を

カスタム項目に入れることで、人

事マスタの集約が促進されます

 Tips

「設定」→「カスタム従業員項目設定」から項目を作成できます
 Tips

　 行政手続き　 従業員管理　 勤怠・有給管理 　 給与計算
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カスタム項目の活用例

10

社内イベントに使う

従業員名簿に

総務に必要な

基本情報を一元管理

評価や配置に

必要な情報を集約

総務や評価、社内イベントなど...ヒトに関する様々な情報を一元管理して、

従業員名簿を削減



11

給与計算



賞与に独自の支給/控除項目を追加できるように

12 Tips

「賞与明細」画面から該当の従業員をクリックすると、設定いただけます。

所得税や社会保険料等の計算に反映するかどうかも選択可能です Tips

賞与に独自の手当/控除を

追加できるようになりまし

た。

特別手当や財形貯蓄などの

控除を追加したり、賞与の内

訳を表現することが可能で

す

　 行政手続き　 従業員管理 　 給与計算　 勤怠・有給管理



マイカー/自転車通勤手当の課税額計算に対応

13 Tips

マイカーや自転車に対する通勤手当は、通勤距離に応じて「非課税となる限度額」

が決まっています。詳しくは国税庁のWebサイトをご参照下さい Tips

　 行政手続き　 従業員管理 　 給与計算　 勤怠・有給管理

マイカーや自転車で通勤している場合の通勤手当において、通勤

距離に応じて1ヶ月あたりの非課税限度額を自動判別し、限度額を

越えた課税額を自動計算できるようになりました

https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm


出勤しなかった月の通勤手当不支給が設定可能に

14 Tips

出勤日数がゼロの月を不支給にする場合は、労務リスクの観点から、その旨を就

業規則へ明記することが推奨されます Tips

　 行政手続き　 従業員管理 　 給与計算　 勤怠・有給管理

通勤手当において、「出勤日数がゼロだった月は手当が自動で不支給

になる」設定が可能になりました。

通勤手当の画面で「支給しない」をチェックすると設定可能です



給与明細の最終確定日時が表示されるように

15 Tips

給与明細の確定と従業員への公開タイミングを分けることも可能です
 Tips

給与明細画面において、最後に確定した日時が表示されるようにな

りました。例えば複数人で作業をする際に、誰かが再確定したこと

に気づきやすくなります

　 行政手続き　 従業員管理 　 給与計算　 勤怠・有給管理



給与明細一覧表に経費精算額/総振込額を表示

16 Tips

会計 freeeの経費精算機能と人事労務 freeeを連携させることで、給与と経費精算

の振込を一度に行うことが可能になります Tips

給

給与明細一覧表に経費精算

額/総振込額が表示されるよ

うになりました。

実際の振込額の確認をより

効率的に行えます

　 行政手続き　 従業員管理 　 給与計算　 勤怠・有給管理
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行政手続き



2017年の年末調整をオープン

18 Tips

「平成29年度税制改正」においては配偶者控除・配偶者特別控除の見直しが実施さ

れます （詳しくはこちら） Tips

　 勤怠・有給管理 　 給与計算

2017年の制度に対応した

年末調整をご利用いただ

けるようになりました。

税制改正に対応した2018
年の扶養控除等申告書も

ダウンロード可能です

　 従業員管理 　 行政手続き

http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei17.htm


年末調整において証憑の画像アップロードに対応

19 Tips

従業員アカウントに記入された内容をまずは画像で確認し、修正作業などを終えた

後に紙を回収する、という業務フローが可能になります Tips

　 勤怠・有給管理 　 給与計算

年末調整において、保険料控除

の申告のための証憑を画像でアッ

プロードできるようになりました。

アップロードされた証憑を確認す

ることで、記入内容のチェックが

freee上で完結します

　 従業員管理 　 行政手続き



年末調整の電子申告機能を、会計

事務所以外の法人様でもご利用い

ただけるようになりました。

e-Tax/eLTAXに対応し、源泉徴収

票や給与支払報告書をfreee上でそ

のまま申告できます。例えば100名
規模の法人様であれば、数百枚も

の紙を削減可能です

年末調整の電子申告機能を法人様もご利用可能に

20 Tips

電子申告には申告 freeeのご利用が必要となります。法人様の申告 freeeのご利

用については、別途こちらにお問い合わせ下さい Tips

　 勤怠・有給管理 　 給与計算　 従業員管理 　 行政手続き

https://www.freee.co.jp/cloud-erp/contact-erp-form/


源泉徴収簿の作成が可能に

21 Tips

源泉徴収簿は提出書類である「源泉徴収票」とは違い、年末調整などの業務を円滑

に行うために国税庁が作成を推奨する帳簿のことを指します Tips

　 勤怠・有給管理 　 給与計算

源泉徴収の帳簿である「給与

所得・退職所得に対する源

泉徴収簿」が作成できるよう

になりました。

年末調整画面からご利用い

ただけます

　 従業員管理 　 行政手続き

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_03.htm


22

ここからは近日リリース予定の機能の中から、

その一部をご紹介いたします

※この他にも様々な機能追加 /改善を予定しております

※予定は変更になる場合があります



リリース予定：手当/控除/標準報酬月額の一括更新が可能に

23 Tips

一括更新については、今後も「多くの従業員が同時に」「何度も」変更対象となる項

目について、優先して取り組んで参ります Tips

　 行政手続き　 従業員管理　 勤怠・有給管理 　 給与計算

手当、控除、標準報酬月額の一

括更新が可能になります。

例えば出張手当など、従業員に応

じて毎月変動する手当の設定が

簡単になります



通勤手当を（定期券の有効期限に応じて）3ヶ月/6ヶ月単位で支給している場

合に、その支給期間に応じて手当を登録できるようになります。また社会保険

の標準報酬月額など、関連する手続きにもスムーズに反映されます

リリース予定：3ヶ月,6ヶ月単位での通勤手当を効率的に支給

24 Tips

算定基礎届では一度に複数ヶ月分の通勤手当が支給された場合、一ヶ月あたり金

額で換算することになっています Tips

　 行政手続き　 従業員管理 　 給与計算　 勤怠・有給管理

※画面はイメージです



振込先口座の設定画面において、入力した金融機関名/支店名から、金融機

関コード/支店コードと読み仮名を自動補完します。

従業員アカウントからの入力においても対応するので、調べる手間を削減し、

打ち間違いも防止することができます

リリース予定：金融機関名からコード等を自動補完

25 Tips

振込手続きの際に初めて間違いが発覚する、というケースが減らせます
 Tips

　 行政手続き　 従業員管理 　 給与計算　 勤怠・有給管理

自動補完



労基法上の「管理監督者」の

勤怠集計が可能になります。

今後、裁量労働制やフレック

ス制などの対応も予定してお

ります

リリース予定：管理監督者の勤怠集計への対応

26 Tips

管理監督者であっても、深夜残業についてはその支払対象となります

　 勤怠・有給管理 　 行政手続き　 従業員管理 　 給与計算

 Tips

※画面はイメージです



リリース情報は今後もメールやfreee公式ブログにて随時ご案内いたします。

ご不明点等ございましたら、サポートデスクまでお問い合わせ下さい

freeeはお客様からのフィードバックをもとに、

これからも進化していきます

https://www.freee.co.jp/blog

