経理上手くんα ＰｒｏⅡ（社会福祉法人編）バージョンアップ情報 Vers-16.006
平成 28 年 10 月 19 日
日本ＩＣＳ株式会社

●社会福祉法人α Version 7.303
当プログラムは、マイクロソフト社のサポート対応終了に伴い、Windows XP 搭載機へのインストールは不可
となっています。

部門設定の共通費の配賦方法に関して、従来の「按分設定」の、下位階層から上位階層に按分する方式「自
動（上位へ）
」の設定を廃止し、新たな配賦方法に変更しました。
※従来の上位階層から配賦する「自動（下位へ）」の設定は新しい配賦構造に引き継ぎます。
※下位階層から配賦する「自動（上位へ）」を利用されていた場合は、配賦構造は未登録の状態に
なりますので、再設定を行ってください。
貸借科目への配賦に対応しました。
その他の改良、修正を行いました。
※ご注意
当プログラムで処理後のマスターは、対応前のプログラムで処理を行わないでください。
必ず、他のＩＣＳシステムもプログラムバージョンアップを行ってください。
※詳細は、次ページからの“社会福祉法人α（VERSION:7.303）の変更点”、“別紙補足資料 社会福祉法人α
部門設定改良”を参照してください。

１

社会福祉法人α（VERSION:7.303）の変更点

部門設定

改良点

Ⅰ．配賦設定
・共通費の配賦方法に関して、従来の「按分設定」の、下位階層から上位階層に按分する方式「自動
（上位へ）」の設定を廃⽌し、新たな配賦方法に変更しました。
当プログラム⼊替後、配賦構造の再設定を⾏う必要があります。
帳票出⼒前に、必ず部門設定の「配賦設定」をご確認ください。
※従来の上位階層から配賦する「自動（下位へ）」の設定は新しい配賦構造に引き継ぎます。
※下位階層から配賦する「自動（上位へ）」を利⽤されていた場合は、配賦構造は未登録の状態になり
ますので、再設定を⾏ってください。

Ⅱ．貸借配賦
１）貸借配賦について

・貸借科目への配賦に対応しました。

２）配賦⾦額の更新

・今回出荷の『翌期更新』『前年度からの更新』業務で、配賦⾦額について、貸借科目の翌年度
開始残⾼への更新、及び、前期末⽀払資⾦残⾼の更新に対応しています。
・更新後の『科目設定・残⾼登録』業務の部門開始残⾼、及び『資⾦科目・予算・予備費関係登録』
業務（予算・予備費登録－[F9]予備費）の部門ごとの前期末⽀払資⾦残⾼に表⽰される⾦額は、
各部門そのものに発⽣した分の⾦額です（配賦分は含んでいません）。
・各部門への配賦⾦額はマスター内部に保管されており、『試算表』『決算書』『内訳表』などの
出⼒帳表において、配賦⾦額を加味して出⼒します。
・後⽇、部門ごとの配賦⾦額或は配賦⾦額を加味した⾦額を画⾯で確認できる対応を予定しています。

改良・修正
Ⅰ．導入・更新
１）翌期更新

①電子帳簿保存の注意文言を追加しました。

②決算書項目
・決算書［F6］項目登録の共通タブの「タイトルに年度を付加する」の値を更新時に加算するようにし
ました。
※翌期更新後、「平成
年度」の値が＋１されます。
③貸借配賦対応
・配賦⾦額の更新に対応しました。

２）前年度からの更新

①貸借配賦対応
・配賦⾦額の更新に対応しました。
２

Ⅱ．登録・入⼒
１）仕訳入⼒

①検索項目
・仕訳⼊⼒の検索項目に「資産︓取得/譲渡」の条件を追加しました。
「なし」・「取得」・「譲渡」から選択可能です。

取得・・・「取得譲渡︓取得、取得（相殺）」の仕訳を検索します。
譲渡・・・「取得譲渡︓譲渡、譲渡（相殺）」の仕訳を検索します。
②伝票⼊⼒／出納帳⼊⼒
・未登録部門を⼊⼒した時、通常⼊⼒と同じメッセージを表⽰して、カーソルを「いいえ」に置くよう
に動作を統一しました。

２）元帳検索

①証憑番号の確認・修正に対応
・元帳検索画⾯で証憑番号の確認､修正ができるように対応しました。

②部門番号表⽰に対応
・検索指定画⾯に「部門番号を表⽰する」機能を追加しました。「部門番号を表⽰する」にチェックを
付けると､仕訳修正画⾯に「部門」の列が表⽰されます。

③［F6 設定］
・「残⾼問合せからの移⾏時、単一指定にする」を追加し、チェックＯＮ時は、該当科目のみ読み込む
ように対応しました。元帳検索の検索指定で単一科目だけを指定した状態と同じになります。

３

３）新規会社登録・修正・削除

①電子帳簿保存
・電子帳簿保存を⾏うにした時に、メッセージを表⽰するようにしました。

②画⾯表⽰
・ワイド画⾯で起動後、画⾯を最小化後、最大化した場合など、一部表⽰位置がずれていたのを修正し
ました。

③検索指定で、単一科目指定で検索を⾏い、その後に検索指定で前回選択科目を含む科目範囲指定をし
て仕訳修正画⾯を表⽰すると、前回検索した科目から表⽰していたのを、範囲指定の先頭科目から表
⽰するようにしました。
例︓「当座預⾦２」を検索した後、「当座預⾦１」〜「当座預⾦３」で検索すると、「当座預⾦２」が
表⽰されていたのを、「当座預⾦１」を表⽰するようになります。
«元帳検索補⾜»
・検索指定画⾯で各設定等を変更して再検索すると、先頭の科目に戻すようにしています。
経理処理・部門・形式・仕訳検索期間・画面表示設定等の切替が該当します。
※科目指定を行っている場合は指定している科目範囲の先頭の科目を表示します。
※科目指定を行っていない場合は発生のある先頭の科目（諸口・現金等）を表示します。

４）資⾦科目・予算・予備費関係登録

①部門ごとに予備費流⽤実施⽇を設定できるように対応しました。（予算・予備費登録－[F11]詳細⼊⼒）

②帳表出⼒に出⼒⽉の指定、累計／発⽣の選択を追加しました。（予算・予備費登録－[F4]プレビュー
／[F5]印刷）

４

帳表の種類
予算残⾼一覧表
科目予算流⽤一覧表
年間予算表
⽉別予算表

出⼒⽉
指定可
指定可
指定なし
指定可

累計／発⽣
【累計】のみ
【累計】⇔【発⽣】の選択あり
選択なし
【累計】⇔【発⽣】の選択あり

Ⅲ．出⼒
１）総勘定元帳

①設定画⾯
・枝番の選択で、番号欄にカーソルを置かずに、▼をクリックすると、枝番一覧が表⽰されなかったの
を修正しました。［F8 合計転記］も同様の対応を⾏っています。

２）試算表

①試算表
・資⾦収⽀計算書の項目列の並びを変更可能にしました。（【F6 項目登録】試算表タブ）
＊当⽉発⽣/当⽉迄の累計/予算/予算残⾼
＊予算/当⽉発⽣/当⽉迄の累計/予算残⾼

以上

５

別紙

補⾜資料

社会福祉法人α部門設定改良

◇社会福祉の部門設定の改良概要
１）部門配賦設定の改良

・配賦設定方法に関して、従来の按分設定の下位階層から上位階層への按分方式「自動（上位へ）」
の設定を廃⽌し、新たな配賦方法に変更しました。下位階層である作業種別ごとの⾦額を算出し、
それを合算して全体の⾦額を求めた上で、配賦割合に基づき配賦する事ができます。
・従来からの上位階層からの配賦「自動（下位へ）の設定」は引継ぎます。
・部門設定では従来どおり出⼒⽤のツリーを作成し、配賦構造設定では配賦元となる共通部門を登
録して配賦⽤のツリーを作成し、各種配賦割合を設定し配賦します。

２）貸借科目配賦の機能を追加

・配賦対象科目の相手科目である貸借対照表の科目も配賦可能としました。

◇部門配賦の改良について
１）配賦のしくみ

・配賦計算を⾏う際、通常は設定した上位階層から順に配賦基準に基づき配賦します。
・就労⽀援事業会計では、必ずしも階層順の配賦計算では対応しきれない場合があります。例えば、
就労⽀援事業区分の下位階層に作業種別があり、ひとつの作業種別に就労⽀援事業の利⽤者が混在
していると、事業区分別⾦額を集計することが困難です。その場合は、一旦、作業種別ごとの⾦額
を合算して求めたうえで、適切な配賦基準に基づき事業区分へ配賦することになります。
・例えば、A 就労⽀援事業所は多機能型施設で、就労継続⽀援 A 型及び就労継続⽀援 B 型の 2 つの
事業区分を設置し、各々で販売作業と加⼯作業を⾏っているとします。しかし、利⽤者が混在して
就労継続⽀援Ａ・就労継続⽀援Ｂの各作業別の⾦額を明確にする事ができません。その場合、一旦
販売作業・加⼯作業別に集計してから、配賦基準に従って下位へ配賦する事で集計できます。
・事業所内で発生した経費等も、一旦全体の⾦額として集計した後に下位へ段階別に配賦し、最終的
に、製造原価と販売管理費を⽐率によって計算する事も可能です。
＊上位階層からの配賦は既に対応済ですが、それに加え上記の配賦方法を追加対応しました。

Ａ就労支援事業所
販売作業
就労継続支援Ａ

就労継続支援Ｂ

加工作業

指導員 1
延利⽤者 40

指導員 2
延利⽤者 100

指導員 2
延利⽤者 60

指導員 5
延利⽤者 150

床面積 110

床面積 220

《上位階層からの配賦》
合計部門 1︓社会福祉事業 （共通部門）
合計部門 10︓本部拠点
明細部門 101︓本部
合計部門 20︓拠点Ａ
明細部門 201︓ショートステイ
明細部門 202︓デイサービス
合計部門 30︓拠点Ｂ
明細部門 301︓⽼⼈ホーム

６

福祉サービス間に、同一作
業種別が存在しないような
場合は、通常の上位階層か
らの配賦で対応できます。
左記のケースは今回追加し
た配賦方法を使⽤します。

《今回改良した配賦》…下位階層の⾦額を一旦合計し、順次配賦する方法。
・帳票等作成したい部門を登録しツリーを作成します。
・就労⽀援事業でサービス間で同一作業種別が存在するような場合、下層の作業種別ごと
の合計⾦額を一旦求めた上で、配賦基準に従って順次配賦します。

部門設定
合計部門 1︓Ａ就労⽀援事業所
合計部門 10︓就労継続⽀援Ａ
明細部門︓101 販売作業
明細部門︓102 加⼯作業
合計部門 20︓就労計測⽀援Ｂ
明細部門 201︓販売作業
明細部門 202︓加⼯作業

配賦設定
共通部門 1︓Ａ就労⽀援事業所
共通部門 1000︓販売作業（共通）
一旦販売作業の収益を集めて配賦します。

共通部門 2000︓加⼯作業（共通）
一旦加⼯作業の収益を集めて配賦します。

＊配賦設定で各⾦額を配賦した結果、部門設定に従って帳票を作成します。

◇下記のサンプル例を、今回改良した配賦⽅法で説明します。
Ａ就労⽀援事業所
内 訳
販売作業
加⼯作業
就労継続⽀援
指導員数
1⼈
2⼈
Ａ型
延利⽤者数
40 ⼈
100 ⼈
就労継続⽀援
指導員数
2⼈
5⼈
Ｂ型
延利⽤者数
60 ⼈
150
作業別使⽤床面積
110 ㎡
220 ㎡
作業別収益
1,080,000 円
3,240,000 円
＊Ａ型とＢ型の利⽤者は混在しています。
②事業所全体の福利厚生費の残⾼は 129,600 円です。（割合的に製造経費のほうが多い）
③事業所全体の水道光熱費の残⾼は 106,920 円です。（割合的に製造経費のほうが多い）
作業手順
１.出⼒⽤部門登録を⾏います。
・通常通り、出⼒⽤のツリーを作成します。
２.共通費の配賦構造を設定します。
・配賦⽤のツリーを作成します。
・配賦⽤の共通部門を登録し、ツリー上に配置します。
３.仕訳データを⼊⼒します。（全準備が完了してからの⼊⼒でも結構です）
・共通部門を登録すると、仕訳⼊⼒でその部門コードが使⽤できます。
４.配賦割合を登録します。
・共通割合は複数のパターンを⽤意しておきます。
・最終的に科目単位で設定する事を考慮して登録します。
５.階層別の配賦率（共通割合）を、段階ごとにセットします。
・階層全体への配賦割合をセットします。
上位共通部門からその下の共通部門へ、さらにその下の子部門への配賦など。
・配賦で生じた差額を配賦する部門を選択します。
６.必要に応じて製造原価と販売管理費の⽐率をセットします。
・製造原価か販売管理費かが明確に出来ない場合、後で⽐率で按分します。
明確にできる場合は製造原価 100％というように設定するか、子部門のコード
で直接仕訳⼊⼒します。
・子部門単位で⽐率が異なる場合は個別に設定します。
７.配賦元の部門の各科目に、上記で登録した共通割合をセットします。
・1 科目に対して、上記で登録したどの共通割合を使⽤するかを設定します。
・全科目同じ設定にする事も可能です。
・最終 6 までの作業を⾏わないと配賦は⾏われません。
７

１）出⼒⽤部門登録を⾏います。
①部門登録タブ
・総合計の下に下記のように部門を作成します。就労⽀援事業関係帳表では登録した階層
順に出⼒します。
＊サンプル例では下記のように設定します。
合計 1: A 就労⽀援事業所
合計 10: 就労継続⽀援 A 型
101: 販売作業
102: 加⼯作業
合計 20: 就労継続⽀援 B 型
201: 販売作業
202: 加⼯作業

２）共通費の配賦構造を設定します。
①配賦構造パターンの登録
・配賦設定タブの「配賦構造」ボタンを押して集計パターンを登録画面に進みます。

＊直接この画面では登録しません。登録後、配賦設定内容を表示します。
②配賦構造設定画面
・配賦設定タブの「配賦構造」ボタンを押すと配賦構造設定画面を表示します。
・画面右側の部門選択箇所には、部門登録タブで登録したツリーが表示されます。この中から、配賦
が必要な階層ブロックを画面左側へ複写します。
・画面右側のツリーで、最上位の配賦元とする合計部門にチェックを付け「Insert」か「←」ボタン
で複写するか、直接ドラッグ＆ドロップでセットすると、選択した合計部門以下の階層ブロックが
画面左側の配賦構造へ複写されます。選択した合計部門は自動的に共通部門となります。
＊サンプル例では「合計部門コード 1︓Ａ就労事業事業所」以下を参照に配賦構造を作成します。
共通部門コード 1︓
Ａ就労⽀援事業所を作成。
最大 10 パターン登録
可能です。

８

③共通部門の追加
・上記共通部門の下層に、さらに配賦⽤の共通部門が必要であれば追加します。
・今回のケースでは、就労継続⽀援 A 型・B 型には、販売作業と加⼯作業が混在しているため、
下記の共通部門を作成します。
共通部門コード 1000: 販売作業（共通）
共通部門コード 2000: 加⼯作業（共通）を作成。
・共通部門は画面左下の「共通部門作成 F6」で作成します。共通部門をセットしたい上位階層で
「共通部門作成 F6」を押すと登録が可能です。未使⽤のコードをセットし名称を登録します。

・その後、共通部門の下に該当する作業区分を移動しツリーを完成させます。
共通部門の販売作業（共通）には各販売作業を、共通部門の加⼯作業（共通）には、各加⼯作業を
配置します。上記画面の●の階層下にある●を、作成した共通部門の階層下へドラッグ＆ドロップ
で移動します。
配賦構造上は不要。削除します。
配賦⽤の共通部門の下に各作業部門を
配置します。

＊部門登録で登録した「●就労継続⽀援Ａ型」「●就労継続⽀援Ｂ型」は、配賦構造上は不要です
ので削除します。部門設定から削除するわけではありません。
出⼒時はあくまでも部門登録で登録した階層順で出⼒します。
＊合計部門１／1000／2000 は、上記の作業で共通部門となり、仕訳⼊⼒で使⽤可能となります。

３）仕訳データを⼊⼒します。
・部門配賦設定が全て完了してから仕訳データを⼊⼒していただいても構いません。
・但し、共通部門コードで⼊⼒する場合は、上記の共通部門設定までは済ませておいてください。
①就労⽀援事業収益
・就労⽀援事業収益を科目拡張（小分類）し、就労⽀援販売事業収益と就労⽀援加⼯事業収益を
作成します。
・［1000︓販売作業（共通）］［2000︓加⼯作業（共通）］の共通部門コードで仕訳⼊⼒します。
共通部門登録を⾏っていると、合計部門であっても仕訳⼊⼒で使⽤できます。
［共通部門 1000︓販売作業（共通）］ 現⾦預⾦／就労⽀援販売事業収益 1,080,000
［共通部門 2000︓加⼯作業（共通）］ 現⾦預⾦／就労⽀援加⼯事業収益 3,240,000
・子部門への配賦は「延利⽤者数割合」を使⽤する事とします。
②福利厚生費（Ｉ）
・就労⽀援事業所全体で共通で発生した福利厚生費は、製造原価か販売管理費かを明確にでき
ないため、一旦製造原価の科目を使⽤して仕訳します。
最終的に、販管費科目にも按分して配賦します。
製造経費 60％︓販売管理費 40％の⽐率とします。
［共通部門 1︓A 就労⽀援事業所］ 福利厚生費（Ｉ）／現⾦預⾦ 129,600
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・共通部門 1000・2000 への配賦は「指導員配置割合」を登録して使⽤する事とします。
・子部門への配賦も「指導員配置割合」を使⽤する事とします。
③水道光熱費（Ｉ）.
・就労⽀援事業所全体で共通で発生した水道光熱費は、仕訳⼊⼒時は製造原価／販売管理費の区別
が付かないため、一旦製造原価の科目を使⽤して仕訳します。
最終的に販管費科目にも按分して配賦します。
製造経費 60％︓販売管理費 40％の⽐率とします。
［共通部門 1︓A 就労⽀援事業所］ 水道光熱費（Ｉ）／現⾦預⾦ 106,920
・共通部門 1000・共通部門 2000 への配賦は「使⽤床面積割合」を登録して使⽤する事とします。
・子部門への配賦は「延利⽤者数割合」を登録して使⽤する事とします。

４）配賦割合を設定します。
①共通割合の登録
・配賦設定タブの画面左側で共通費配賦したい共通部門を選択し、「共通割合」のコンボボックスを
プルダウンして該当の配賦基準を選択します。
該当する割合が無い場合は「共通割合」ボタンを押して作成します。

・「共通割合」ボタンを押すと次ページの画面を表示します。
配賦基準は全部で 42 通り登録可能です。（⼈数⽐率，面積⽐率，任意数値割合 1〜20，任意⽐率
割合 1〜20）必要に応じて配賦基準の⽂⾔と、種類（⽐率％／数値）を選択します。
＊「使⽤」欄にチェックをつけている箇所が、
上記のコンボボックスに表示します。

＊今回のサンプル例では、下記のような割合を登録しておきます。
延利⽤者数割合…事業収益や経費按分などに使⽤します。
指導員配置割合…福利厚生費の按分などに使⽤します。
使⽤床面積割合…水道光熱費の按分などに使⽤します。

５）階層ごとの配賦割合の設定
①階層と配賦割合
・第 1 段階の配賦
下記例であれば、最上位の共通部門「1︓Ａ就労⽀援事業所」で発生する共通費は、第 2 階層の
［1000︓販売作業（共通）］と［2000︓加⼯作業（共通）］に配賦されます。
・第 2 段階の配賦
第 1 段階から［1000︓販売作業（共通）］［2000︓加⼯作業（共通）］に配賦された共通費は、
子部門に配賦されます。
共通部門［1000︓販売作業（共通）］で集計した収益等はＡ型／Ｂ型の各販売作業へ、共通部門
［2000︓加⼯作業（共通）］で集計した収益等は、Ａ型／Ｂ型の各加⼯作業へと配賦されます。
配賦方法は段階別に選択できます。
１０

第 1 段階

第 2 段階
・第１段階の共通部門で、下位の共通部門への配賦割合を登録します。
・第 2 段階の共通部門を選択するか「→」を押すと、下位の階層の割合が⼊⼒できます。

②階層内の差額加算
・配賦は、上位階層から順次⾏いますが、配賦計算上端数が生じる場合にそれらの差額をいずれか
の部門へ加算します。各々の構造上の一番上の部門が初期設定で「差額加算」の部門に指定され
ているので、変更したい場合は該当部門で「差額加算」ボタンを押して切り替えてください。
どの部門を差額加算部門にしたか、チェックリストでも確認できます。

＊サンプル例の設定
a.延利⽤者数割合（事業収益⽤／水道光熱費（Ｉ）⽤）
画面左側で［1000︓販売作業（共通）］［2000︓加⼯作業（共通）］を選択するか「→」で
画面右側に下位階層を表示します。「延利⽤者数割合」を選択して延利⽤者⼈数を⼊⼒します。
今回は上位階層の割合は使⽤しませんが、使⽤する場合は併せて⼊⼒します。

ｂ.指導員配置割合（福利厚生費（Ｉ）⽤）
第 1 段階として、画面左側で［1︓Ａ就労⽀援事業所］を選択すると、画面右側に［1000︓販売作
業（共通）］［2000︓加⼯作業（共通）］を表示します。
「指導員配置割合」を選択し、指導員の配置⼈数を⼊⼒します。
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・次に、第 2 段階として、販売作業（共通）／加⼯作業（共通）の内訳をセットします。
画面左側の［1000︓販売作業（共通）］［2000︓加⼯作業（共通）］をクリックするか「→」
で、画面右側に下位階層を表示させ、指導員配置⼈数の内訳を⼊⼒します。

ｃ.使⽤床面積割合（水道光熱費（Ｉ）⽤）
画面左側で［1︓Ａ就労⽀援事業所］を選択し、画面右側に［1000︓販売作業（共通）］
［2000︓加⼯作業（共通）］を表示します。
第 1 段階への配賦として「使⽤床面積割合」を選択し、面積を⼊⼒します。
第２段階の子部門への配賦は、ａ.「延利⽤者数割合」を使⽤します。

６）必要に応じて、製造原価と販売管理費の按分⽐率の登録をおこないます。
①就労科目指定
・仕訳⼊⼒時に製造原価と販売管理費に明確に分類できない場合、いずれかの科目で仕訳⼊⼒する
事になりますが、子部門に配賦する時に製造原価と販売管理費に⽐率で按分する事ができます。
・配賦構造タブの画面右側の下部の「就労科目指定」ボタンを使⽤します。
・全ての子部門を同じ⽐率で設定する事も可能ですが、子部門別に設定する事も可能です。

・製造原価と販売管理費の⽐率を設定します。
製造原価・販売管理費の科目
以外にも設定はできますが
通常は使⽤しません。
・⽐率設定画面での差額加算
配賦⾦額に端数が生じた場合は、「就労科目指定」ダイアログの「左側」の科目に加算されます。
販管費科目に差額加算設定をしたければ、左側に販管費科目、右側に製造原価科目を登録します。
差額加算を設定した部門は端数切上げ、していない部門は端数切捨てとなります。
・⽐率合計
両方の⽐率は合計 100％になるように設定します。
異なる場合は警告を表示します。
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②子部門単位の設定
・全ての子部門を同じ率で設定する事も可能ですが、子部門単位で設定する事も可能です。
画面上部の「個別指定」を選択すると、下記メッセージを表示した後、画面上部で子部門の
選択が可能になり、個別に率が設定できます。

＊サンプル例
・福利厚生費（Ｉ）と水道光熱費（Ｉ）の仕訳は製造原価科目で⼊⼒しましたが、その中に販売管
理費が含まれている場合は、「就労科目指定」ボタンを押して⽐率を登録します。
製造原価側 60％︓販売管理費側 40％ 差額加算は販売管理費側となります。
各、子部門ごとには設定しない事とします。

７）設定した割合や⽐率を各階層の各科目へ割り付けます。
①科目指定
・「科目指定」ボタンを押すと、按分設定画面（科目指定）へ移ります。
配賦元部門別に、収益・費⽤の各科目において、共通割合で設定したどの割合や⽐率を使⽤する
かを割り付けます。

・科目指定を⾏う場合は「個別指定」にチェックを付け選択します。
前ページの個別指定を選択した場合、科目ごとの配賦設定を全ての部門にコピーするかを選択
してから処理を進めます。

・個別指定を選択すると警告メッセージを表示します。

②第 1 階層の設定
・第１階層の共通部門を選択します。
・第１階層からの配賦を⾏う全ての科目に関して、登録した配賦割合をセットしていきます。
・各明細科目で設定するとその科目のみ、合計科目を選択すると以下は同じ設定になります。
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＊サンプル例
・［1︓Ａ就労⽀援事業所］を選択します。
就労⽀援事業収益に関しては［1000︓販売作業（共通）］［2000︓加⼯作業（共通）］
で直接仕訳しているため、この階層からの配賦はありません。
福利厚生費（Ｉ）に「指導員配置割合」をセットします。
水道光熱費（Ｉ）に「使⽤床面積割合」をセットします。
③第 2 階層の設定
・上位階層から配賦された⾦額と、この階層から発生した⾦額を、下位の子部門に配賦します。
＊サンプル例
・［1000︓販売作業（共通］］を選択します。
就労⽀援販売収益に「延利⽤者数割合」をセットします。
福利厚生費（Ｉ）に「指導員配置割合」をセットします。
水道光熱費（Ｉ）に「延利⽤者数割合」をセットします。
・［2000︓加⼯作業（共通）］を選択します。
就労⽀援加⼯収益に「延利⽤者数割合」をセットします。
福利厚生費（Ｉ）に「指導員配置割合」をセットします。
水道光熱費（Ｉ）に「延利⽤者数割合」をセットします。登録は完了しました。

③設定時の注意点
・科目指定において、最上位階層の「損益科目」を選択して割合をセットすると、損益科目全体が
同じ率でセットされますが、それ以前に各科目で設定していた率は消えてしまいますので、
操作時はご注意ください。

８）帳票出⼒について
①チェックリスト関係
・配賦設定の内容をチェックリストで確認してください。
・配賦設定タブの「印刷 F4」「プレビュー F5」で下記のチェックリストを確認できます。
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《配賦構造一覧》
・配賦構造と差額加算する部門を確認できます。

チェックリスト

《科目情報一覧》
・各科目にどの配賦割合を設定したかを確認できます。
《詳細割合一覧》
・上記割合が具体的に各月にどのような割合で配賦されるかを確認できます。

《就労科目指定（科目）一覧》
・製造経費や販売管理費のどちらの取引か明確にできない場合は最後に⽐率按分して求めます。
・製造経費と販売管理費以外の科目に配賦登録している場合も確認できます。
《就労科目指定（⽐率）一覧》
・上記の具体的な各月の配賦⽐率を確認できます。

《配賦一覧》
・配賦構造上の各部門の各月の配賦状況を確認できます。

②部門別試算表の出⼒
・前述の配賦設定は、試算表・決算書・内訳表・就労⽀援関係別紙出⼒などに反映します。
・部門別試算表では、「配賦する」を選択した場合に設定した配賦が帳票上に活かされます。
・配賦構造上で登録した共通部門はあくまでの配賦⽤に設けた部門ですので試算表上では出⼒しま
せん。配賦後の結果を出⼒⽤の部門で出⼒します。下記の「共通部門 1」は出⼒⽤の合計部門でも
ありますが、出⼒⽤の合計部門 1 は明細部門の合計として出⼒します。
《出⼒⽤部門》
《配賦⽤共通部門》×帳票上に出⼒しません。
1︓Ａ就労⽀援事業所（合計） ………… 1︓Ａ就労⽀援事業所（共通）
10︓就労継続⽀援Ａ（合計）
1000︓販売作業（共通）
101︓販売作業
2000︓加⼯作業（共通）
102︓加⼯作業
仕訳取引が、製造原価に係るものか販売管理費に
20︓就労計測⽀援Ｂ（合計）
係るものか区別できない場合には、いずれかの科
201︓販売作業
目で仕訳し、最終的に⽐率によって製造原価科目
202︓加⼯作業
と販管費科目に按分し各明細書へ反映させます。
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③参考︓サンプル例の計算式
共通部門 1（配賦集計⽤） Ａ就労⽀援事業所
福利厚生費 129,600 指導員配賦割合
水道光熱費 106,920 使⽤床面積割合
下記残⾼発生は、製造原価・販売管理費区別ができない
ため製造原価科目を使⽤して⼊⼒。⽐率 60︓40
共通部門 1000・2000 への配賦は下記のとおり。

福利厚生費（Ｉ）
共通部門 1000 129,600×3/10（指導員配置割合）＝38,880
共通部門 2000 129,600×7/10（同上
）＝90,720＊
水道光熱費（Ｉ）
共通部門 1000 106,920×110/330（床面積割合）＝35,640
共通部門 2000 106,920×220/330（床面積割合）＝71,280＊
＊端数があれば、指定した共通部門に差額加算する。

共通部門 1000

販売作業（共通）

共通部門 2000

●共通部門 1 から配賦された⾦額は下記のとおり。
福利厚生費（Ｉ） 38,880
水道光熱費（Ｉ） 35,640
これを、子部門（明細部門）に配賦する。
福利厚生費（Ｉ）
部門 101 38,880×1/3（指導員配置割合）＝12,960
部門 201 38,880×2/3（同上）＝25,920＊
水道光熱費（Ｉ）
部門 101 35,640×40/100（延利⽤者数割合）＝14,256
部門 201 35,640×60/100（同上）＝21,384＊
＊端数があれば、指定した子部門に差額加算する。
●事業収益を共通部門 1000 で⼊⼒して子部門へ配賦する
就労⽀援販売収益 1,080,000
部門 101
1,080,000×40/100（延利⽤者数割合）＝432,000
部門 201
1,080,000×60/100（同上）＝648,000＊
＊端数があれば、指定した子部門に差額加算する。

就労継続
⽀援Ａ型
合計部門
10

部門

共通部門 1 から配賦された⾦額は下記のとおり。
福利厚生費（Ｉ） 90,720
水道光熱費（Ｉ） 71,280
これを、子部門（明細部門）に配賦する。
福利厚生費（Ｉ）
部門 102 90,720×2/7（指導員配置割合）＝25,920
部門 202 90,720×5/7（同上）＝64,800＊
水道光熱費（Ｉ）
部門 102 71,280×100/250（延利⽤者数割合）＝28,512
部門 202 71,280×150/250（同上）＝42,768
＊端数があれば、指定した共通部門に差額加算する。
●事業収益を共通部門 2000 で⼊⼒して子部門へ配賦する
就労⽀援加⼯収益 3,240,000
部門 102
3,240,000×100／250（延利⽤者数割合）＝1,296,000
部門 202
3,240,000×150/250（同上）＝1,944,000＊
＊端数があれば、指定した子部門に差額加算する。
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●⽐率で販売管理費と製造原価を按分する。
福利厚生費（Ｉ）12,960
販管理費 12,960×40％＝5,184
製造原価 12,960×60％＝7,776＊

部門
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●⽐率で販売管理費と製造原価を按分する。

福利厚生費（Ｉ）
販管理費
製造原価

25,920×40％＝10,368
25,920×60％＝15,552＊

水道光熱費（Ｉ）

水道光熱費（Ｉ）

部門

部門 202

販管理費 14,256×40％＝5,702.4
5,702
製造原価 14,256×60％＝8,553.6＊ 8,554
＊端数があれば製造原価に差額加算する。
●就労⽀援販売収益 432,000

就労継続
⽀援Ｂ型
合計部門
20

201

●⽐率で販売管理費と製造原価を按分する。
福利厚生費（Ｉ）25,920
販管理費 25,920×40％＝10,368
製造原価 25,920×60％＝15,552＊

水道光熱費（Ｉ）

販管理費 21,384×40％＝8,553.6 8,553
製造原価 21,384×60％＝12,830.4＊12,831
＊端数があれば製造原価に差額加算する。
●就労⽀援販売収益 648,000

合計部門 1︓Ａ就労⽀援事業所

加⼯作業（共通）

販管理費 28,512×40％＝11,404.8 11,404
製造原価 28,512×60％＝17,107.2 17,108
＊端数があれば製造原価に差額加算する。
●就労⽀援販売収益 1,296,000

●⽐率で販売管理費と製造原価を按分する。

福利厚生費（Ｉ）
販管理費
製造原価

64,800×40％＝25,920
64,800×60％＝38,880＊

水道光熱費（Ｉ）

販管理費 42,768×40％＝17,107.2
製造原価 42,768×60％＝25,660.8＊ 25,661
＊端数があれば製造原価に差額加算する。
●就労⽀援販売収益 1,944,000

（上記⻘字の部門で帳票を作成します。）
１６

部門 101

部門 102

合計部門 10

就労継続⽀援Ａ型

合計部門 1 Ａ就労⽀援事業所

各部門への配賦⾦額は、マスター内部に保管されてお
り、試算表・決算書・内訳書などを出⼒するときに、
本来の発生⾦額に加味して出⼒します。

１７

◇貸借科目配賦について
１）貸借科目の配賦
①貸借対照表科目の配賦
・配賦対象科目の相手科目である貸借対照表の科目も配賦可能としました。
従来は、貸借対照表側の科目は「他流動資産」「他流動負債」で集計していましたが、今回、下記
のように改良しました。
・仕訳の貸借発生のどちらかに配賦対象となる事業活動計算書科目があるとき、その事業活動計算書
科目に適⽤した配賦率に従って相手科目にも⾦額を配賦するようにしました。
仕訳１︓ 共通部門
事 業 未収⾦ ／ 施設サ利⽤収益
X,XXX,XXX
仕訳２︓ 共通部門
給
食
費 ／ 事 業 未払⾦
XXX,XXX
【仕訳１】
各部門の【事業活動計算書】「施設サービス利⽤料収益」／【資⾦収⽀計算書】「施設サービス利
⽤料収⼊」／【貸借対照表】「事業未収⾦」に⾦額が配賦されます。
【仕訳２】
各部門の【事業活動計算書】「給食費」／【資⾦収⽀計算書】「給食費⽀出」／【貸借対照表】
「事業未払⾦」に⾦額が配賦されます。
＊今回の出荷プログラムで自動的に上記の集計に変更されます。
《諸口使⽤仕訳について》
・配賦対象となる費⽤および収益の仕訳について、区分間で振り替えるときや相手科目が諸口のとき
には、貸借対照表上では計上する科目を仕訳から特定できないため貸借科目の配賦ができません。
・諸口を使⽤した場合は、従来と同じく他流動資産／他流動負債などに集計します。
従来は、上記の科目で固定となっていましたが、今回より集計する科目を指定する事が可能となり
ました。下記「オプション」の説明を参考にしてください。
②（オプション）「配賦科目設定」について
・配賦対象となる費⽤および収益の仕訳について、区分間で振り替えるときや相手科目が諸口のとき
には、メニューバーの「オプション」の「配賦科目指定」で選択した科目で、貸借科目を配賦しま
す。初期設定は、「借方科目︓他流動資産／貸方科目︓他流動負債」です。

２）諸口科目使⽤時の注意点
①仕訳⼊⼒注意点
【例 1】

共通部門
共通部門
共通部門

諸
口 .0001 ／ 施設サ利⽤収益
現
⾦ ／ 諸
口
事 業 未収⾦ ／ 諸
口

X,XXX,XXX
XXX,XXX
XXX,XXX

・「諸口 .0001／施設サ利⽤収益」仕訳から、【事業活動計算書】「施設サービス利⽤料収益」へ
【資⾦収⽀計算書】「施設サービス利⽤料収⼊」へ配賦されます。
＊資⾦収⽀計算書には「諸口」に枝番.0001 を付けることで配賦⾦額が計上できます。
・【貸借対照表】では配賦⾦額を「他流動資産」に計上します。
・現⾦および事業未収⾦には計上しません。
【例２】

共通部門
共通部門
共通部門

給
諸
諸

食

費 ／ 諸
口 .0001
口 ／ 現
⾦
口 ／ 事 業 未払⾦

１８

XXX,XXX
XXX,XXX
XXX,XXX

・「給食費／諸口 .0001」の仕訳から【事業活動計算書】「給食費」へ、【資⾦収⽀計算書】
「給食費⽀出」へ配賦されます。
＊資⾦収⽀計算書には「諸口」に枝番.0001 を付けることで配賦⾦額が計上できます。
・【貸借対照表】では配賦⾦額を「他流動負債」に計上します。
・現⾦および事業未払⾦には計上しません。
【例３】

共通部門
共通部門

施設サ利⽤収益 ／ 諸
口 .0001
諸
口 .0001 ／ 居介サ利⽤収益

XXX,XXX
XXX,XXX

・【事業活動計算書】「施設サービス利⽤料収益」から「居宅介護サービス利⽤収益」へ、
【資⾦収⽀計算書】「施設サービス利⽤料収⼊」から「居宅介護サービス利⽤収⼊」へ振り替
えて配賦します。
・【貸借対照表】では配賦⾦額を「他流動資産」「他流動負債」に計上します。
【例４】

共通部門
共通部門

諸
口 .0001 ／ 給
介 護 ⽤品費 ／ 諸

食
費
口 .0001

XXX,XXX
XXX,XXX

・【事業活動計算書】「給食費」から「介護⽤品費」へ、
【資⾦収⽀計算書】「給食費⽀出」から「介護⽤品費⽀出」へ振り替えて配賦されます。
・【貸借対照表】では配賦⾦額を「他流動資産」「他流動負債」に計上します。
②対処方法
・「配賦科目設定」による配賦では、貸借対照表での表示が複雑になるため、配賦対象となる仕訳
についてはできるだけ「諸口」を使わずに単一仕訳として⼊⼒してください。
【例 1】

共通部門
共通部門

現
事 業

【例２】

共通部門
共通部門

給
給

⾦ ／ 施設サ利⽤収益
未収⾦ ／ 施設サ利⽤収益
食
食

費 ／
費 ／

現
⾦
事 業 未払⾦

XXX,XXX
XXX,XXX
XXX,XXX
XXX,XXX

・また、振替仕訳も相手科目に同一の貸借科目を使⽤するなどで⼊⼒してください。
【例３】

共通部門
共通部門

施設サ利⽤収益 ／
現
⾦ ／

現
⾦
居介サ利⽤収益

XXX,XXX
XXX,XXX

【例４】

共通部門
共通部門

現
介 護

給
現

XXX,XXX
XXX,XXX

⾦ ／
⽤品費 ／

食

費
⾦

３）支払資⾦科目使⽤時の注意点
①資産取得・資産売却の仕訳について
・固定資産の取得仕訳・売却仕訳については、「⽀払資⾦」科目を使⽤する方法・使⽤しない方法の
２通りの⼊⼒方法があります。
・配賦処理では、貸借科目同⼠の仕訳は配賦しません。また、⽀払資⾦科目は集計しませんので、
⽀払資⾦科目を使⽤する方法では正しく配賦されません。
配賦処理をする場合は、⽀払資⾦科目を使⽤しない方法で⼊⼒してください。
下記を参照してください。
【 固定資産取得 】… ２５０万円の⾞両を取得し、代⾦は小切手を振り出して⽀払った。
Ａ．⽀払資⾦を使⽤する場合
⾞ 両 運搬具 ／ 当 座 預 ⾦
2,500,000
⾞両等取得⽀出 ／ ⽀ 払 資 ⾦
2,500,000
Ｂ．⽀払資⾦を使⽤しない場合
⾞両等取得⽀出 ／ 当 座 預 ⾦
⾞ 両 運搬具 ／ ⾞両等取得⽀出
１９

2,500,000
2,500,000

【 固定資産売却 】… １００万円の⾞両を１５０万円で売却し、代⾦は現⾦で受け取った。
Ａ．⽀払資⾦を使⽤する場合
現
⾦ ／ ⾞ 両 運搬具
1,000,000
現
⾦ ／ ⾞両等 売却益
500,000
⽀ 払 資 ⾦ ／ ⾞両等売却収⼊
1,500,000
Ｂ．⽀払資⾦を使⽤しない場合
現
⾦ ／ ⾞両等売却収⼊
⾞ 両 運搬具 ／ ⾞両等 売却益
⾞両等売却収⼊ ／ ⾞ 両 運搬具

1,500,000
500,000
1,500,000

＊固定資産の取得仕訳・売却仕訳については、配賦処理をせずに各部門に直接振り分けるように
仕訳⼊⼒する方法もあります。

◇翌期更新と部門配賦
①部門配賦の各割合登録
・翌期更新後も保持します。
②翌期更新後の貸借科目の開始残⾼／前期末⽀払資⾦残⾼
・部門配賦によって加味された⾦額を加味して翌期へ更新します。
③部門別貸借科目の開始残⾼／部門別前期末⽀払資⾦残⾼
・現在更新されるのは各部門に発生した⾦額で、部門配賦分は加味していません。
この部分は未対応で後日対応する予定です。
翌期更新後、「科目設定・残⾼登録」「資⾦科目・予算・予備費関係登録」内の「予算・予備費
登録」で、各部門ごとの残⾼を手⼊⼒で変更して下さい。
以上

２０

