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所得とならないものに注意してください

１．次の収入は０円とし、所得となりません。
仕送り、増加恩給（これに併給される普通恩給を含
む）、遺族および障がいを支給事由とする年金、失
業給付金、労災保険の各種給付金、生活扶助料等の
非課税所得、株式の譲渡、退職金等の一時的な所得、
支給予定のボーナスなど。

所得基準表を確認しましょう

お客さまの「世帯の所得金額」、「家族数」を下記の所得
基準表にあてはめてみましょう。その際、世帯全員の年間
所得金額の合計が該当しているかご確認ください。
家族数が７人以上の場合は、ひとり増えるごとに38万円
をそれぞれに足した額になります。

※同居していなくても、扶養者がいる場合はその方も人数に入れた列をご覧ください。
　なお、同居されない扶養者の所得を世帯の所得金額に含めることはできません。

所得基準表によりお客さまの世帯の所得階層区
分が分かりましたら、希望する住宅の住宅情報
ページをご参照ください。「契約家賃」「入居者負
担額」「敷金」「共益費」等が記載されています。

2,780,000
～3,236,000

3,160,000
～3,616,000

3,540,000
～3,996,000

3,920,000
～4,376,000

4,300,000
～4,756,000

3,236,001
～3,596,000

3,616,001
～3,976,000

3,996,001
～4,356,000

4,376,001
～4,736,000

4,756,001
～5,116,000

3,596,001
～4,244,000

3,976,001
～4,624,000

4,356,001
～5,004,000

4,736,001
～5,384,000

5,116,001
～5,764,000

4,244,001
～5,144,000

4,624,001
～5,524,000

5,004,001
～5,904,000

5,384,001
～6,284,000

5,764,001
～6,664,000

5,144,001
～6,260,000

5,524,001
～6,640,000

5,904,001
～7,020,000

6,284,001
～7,400,000

6,664,001
～7,780,000

6,260,001
～7,592,000

6,640,001
～7,972,000

7,020,001
～8,352,000

7,400,001
～8,732,000

7,780,001
～9,112,000

【所得基準表】 単位（円）

うちは年収が550万円だから、
所得金額を計算すると386万円。
そして4人家族だから…
所得基準表の4人の列を
みればいいのか！

※平成31年（令和元年）中の収入は申告していなければ所得と
　なりません。
   （原則、住民税課税証明書で確認します）

２．過去に収入があっても、申込日現在退職（廃業）している
　場合の収入は０円とし、所得となりません。

年収額を所得金額になおす計算式

次の区分により、年収額（推定年収額）を所得金額に換算して
ください。
年間総収入額が、
（1）0円～1,627,999円の方

（2）1,628,000円～8,499,999円の方 4,000円単位で
端数整理します。

〔例〕年収額が5,808,667円の場合

÷4,000円＝ 小数点以下切り捨て

1,452 ×4,000円＝ 5,808,000円

（3）8,500,000円～

1,452.16‥
端数整理後の端数整理後の額額

5,808,667円
年収年収額額

◎年収額を所得金額に換算します

給与所得の方（会社員・店員・日雇い・パート・事業専従者等）

※当ページの日付に関しては令和2年4月の募集を例として表示しています。

《源泉徴収票がある方》

令和元年分の源泉徴収票で確認できます。

現在の勤め先へ
就職した日が

就職した日が最近で、まだ1カ月分の給与が支給され
ていない方

就職した日が、平成31年４月２日以降の方
就職した当月から令和2年３月までの収入計を、収入の
あった月数で割り、それを12倍します。
それに、その間の賞与を加えます。

この推定年収を
下段の計算式に
あてはめ、
所得金額を
算出してください。

収入計

ボーナス
収入のあった月数

固定的給与

ボーナス計 実績年収

収入計

×12

×12

※※病気病気等等にによよりり、１１カ月カ月以上収以上収入入ののなないい月月ががああるる場場合合ははそそのの月月をを除除いいてて推定計推定計算算ししててくくだだささいい。
通勤手当等の非課税所得は除いてください。

推定年収推定年収

推定年収推定年収

働いた月 税込支給額 ボーナス
年 月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月

合　計 収入計 ボーナス計

現在の勤め先で、お客 の月別収入
を確認してくださ

さま
い。

くくだ 非課税収入は含みません。非課税収入は含みません。非課税収入は含みません。非課税収入は含みません。さい。

〔
〔
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平成31年
1月1日以前の方

平成31年
1月2日以降の方

《源泉徴収票がある方》《源泉徴収票がある方》《源泉徴収票がある方》《源泉徴収票がある方》《源泉徴収票がある方》

渋谷区　神宮前 ◯ ◯ ◯－ －
東京アパート101号室

東京　太郎
トウキョウ タロウ

※平成31年中に休職期間があった方は下欄により推定年収を計算してください。

《源泉徴収票がない方》

〕〔
この金額が所得金額です。本誌201ページの
所得金額欄に記入してください。

令和元年分

平成31年１月から令和元年１２月までの税込支給額を合計し、
次に下段の計算式で、所得金額に換算します。

就職した日が平成31年１月２日～平成31年４月１日までの方
〔平成31年4月から令和2年３月までの合計となります。〕

総収入額 計算式と所得金額 都民住宅の所得金額

0円から　　
550,999 円まで

所得金額は 0円

 551,000 円から
1,618,999 円まで

年間総収入額－550,000 円 所得金額－最大10万円

1,619,000 円から
1,619,999 円まで

所得金額は 1,069,000 円 　969,000 円

1,620,000 円から
1,621,999 円まで

所得金額は 1,070,000 円 　970,000 円

1,622,000 円から
1,623,999 円まで

所得金額は 1,072,000 円 　972,000 円

1,624,000 円から
1,627,999 円まで

所得金額は 1,074,000 円 　974,000 円

1,628,000 円から
1,803,999 円まで

端数整理後の金額× 0.6 ＋ 100,000 円 所得金額－10万円

1,804,000 円から
3,603,999 円まで

端数整理後の金額× 0.7 － 80,000 円 所得金額－10万円

3,604,000 円から
6,599,999 円まで

端数整理後の金額× 0.8 － 440,000 円 所得金額－10万円

6,600,000 円から
8,499,999 円まで

端数整理後の金額× 0.9 － 1,100,000 円 所得金額－10万円

8,500,000 円から 年間総収入額－1,950,000 円 所得金額－10万円




