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平成 30 年 6 月 13 日
日本ＩＣＳ株式会社

●社会福祉法人α Version 7.802
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・Vista 搭載機へのインストールは不可と
なっています。
社会福祉法人会計基準 平成 30 年改正対応




社会福祉法人会計基準において、社会福祉協議会が実施する退職共済事業に係る取扱いを明確化するなど
の観点から、勘定科目の追加を内容とする省令及び関連通知の改正が行われました。改正後の会計基準は
平成30年4月1日以後開始の会計年度において適用されます。
【省令】
『社会福祉法人会計基準の一部を改正する省令』（厚生労働省令第 25 号）
（平成 30 年 3 月 20 日 官報号外第 56 号）
【関連通知】
『「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」の一部改正について』
（平成 30 年 3 月 22 日 社援発 0320 第 6 号 他）
『「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」の一部改正につい
て』
（平成 30 年 3 月 22 日 社援基発 0320 第 2 号 他）
財務諸表等入力シート（平成 30 年度版）対応




財務諸表等入力シート（平成 30 年度版）が平成 30 年 4 月 16 日に提供開始されました。
財務諸表等入力シート（平成 30 年度版）は、独立行政法人福祉医療機構 WAM のホームページ「財
務諸表等電子開示システム」にログインして入手してください。
http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/
※財務諸表等入力シートの操作等に関しては弊社にてはお答えできません。
平成 30 年度版財務諸表等入力シートの改正点のうちプログラムに関係するものは、事業類型コード分類（サ
ービス区分）の追加と勘定科目の追加です。
社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム「財務諸表等入力シート」の主な変更点について
https://www.int.wam.go.jp/sec/content/files/zaihyou/zaihyou_syschange_20180122.pdf
財務諸表等入力シート（平成 30 年度版）取込用 CSV 作成対応




内訳表
財務諸表等入力シート（平成 30 年度版）への取込用 CSV 作成に対応しました。



その他の改良、修正を行いました。

※詳細は、次ページからの“社会福祉法人ｄｂ（VERSION:7.802）の変更点”を参照してください。

●他のＩＣＳシステムとマスターのやり取りを行われる場合は、他のＩＣＳシステム側も当改正対応プログラムの
インストールを行い、バージョンを統一してください。

１

社会福祉法人ｄｂ（VERSION:7.802）の変更点

改

正

Ⅰ．社会福祉法人会計基準 平成 30 年改正対応
【概要】

社会福祉法人会計基準において、社会福祉協議会が実施する退職共済事業に係る取扱いを明確化するな
どの観点から、勘定科目の追加を内容とする省令及び関連通知の改正が⾏われました。改正後の会計基
準は平成 30 年４⽉ 1 ⽇以後開始の会計年度において適⽤されます。

【省令】

『社会福祉法人会計基準の⼀部を改正する省令』（厚生労働省令第 25 号）
（平成 30 年 3 ⽉ 20 ⽇ 官報号外第 56 号）

【関連通知】

『「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運⽤上の取扱いについて」の⼀部改正につ
いて』（平成 30 年 3 ⽉ 22 ⽇ 社援発 0320 第 6 号 他）
『「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運⽤上の留意事項について」の⼀部改正に
ついて』（平成 30 年 3 ⽉ 22 ⽇ 社援基発 0320 第 2 号 他）

１）勘定科目が追加されました（科目数：資⾦収⽀９、事業活動１３、貸借６）
（資⾦収⽀計算書）
事業活動による収⽀

（事業活動計算書）
サービス活動増減の部

医療事業収⼊
⼊院診療収⼊(公費)
：
その他の医療事業収⼊
（保険等査定減）
退職共済事業収⼊
事務費収⼊
○○事業収⼊
○○事業収⼊
その他の事業収⼊
：

医療事業収益
⼊院診療収益(公費)
：
その他の医療事業収益
（保険等査定減）
退職共済事業収益
事務費収益
○○事業収益
○○事業収益
その他の事業収益
：

人件費⽀出
役員報酬⽀出
役員退職慰労⾦⽀出
職員給料
：

人件費
役員報酬
役員退職慰労⾦
役員退職慰労引当⾦繰⼊
職員給料
：
事業費
：
⾞輌費
棚卸資産評価損
他事業費
：
授産事業費⽤
○○事業費⽤
退職共済事業費⽤
事務費
○○費⽤

事業費⽀出
：
⾞輌費⽀出
他事業費⽀出
：
授産事業⽀出
○○事業⽀出
退職共済事業⽀出
事務費⽀出
○○⽀出

２

（資⾦収⽀計算書）
その他の活動による収⽀

（事業活動計算書）
サービス活動外増減の部

⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還寄附⾦収⼊
⻑期運営資⾦借⼊⾦収⼊
役員等⻑期借⼊⾦収⼊
：
サービス区分間繰⼊⾦収⼊
その他の活動による収⼊
退職共済預り⾦収⼊
退職共済事業管理資産取崩収⼊
○○収⼊
：

有価証券売却益
基本財産評価益
：
投資有価証券売却益
積⽴資産評価益
その他のサービス活動外収益
受⼊研修費収益
利⽤者等外給⾷収益
為替差益
退職共済事業管理資産評価益
退職共済預り⾦戻⼊額
雑収益

⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還⽀出
役員等⻑期借⼊⾦元⾦償還⽀出
：
サービス区分間繰⼊⾦⽀出
その他の活動による⽀出
退職共済預り⾦返還⽀出
退職共済事業管理資産⽀出
○○⽀出
：

有価証券売却損
基本財産評価損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
積⽴資産評価損
その他のサービス活動外費⽤
利⽤者等外給⾷費
為替差損
退職共済事業管理資産評価損
退職共済預り⾦繰⼊額
雑損失

固定資産
基本財産

土地
建物
建物減価償却累計額
定期預⾦
投資有価証券
その他固定資産
土地
建物
：
有形リース資産
（何）減価償却累計額
：
⻑期預り⾦積⽴資産
退職共済事業管理資産
：
その他の固定資産
徴収不能引当⾦

（貸借対照表）
固定負債
設備資⾦借⼊⾦
⻑期運営資⾦借⼊⾦
：
：
退職給付引当⾦
役員退職慰労引当⾦
：
⻑期預り⾦
退職共済預り⾦
その他の固定負債

２）計算書類に対する注記の「9.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残⾼」
が「9.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残⾼」に変わりました。

３

Ⅱ．追加された科目について
１）会計基準平成 30 年改正に伴う科目の追加を⾏いました。

・「科目設定・残高登録」での並びは以下のとおりです。赤字は今回追加された大分類・中分類科目で
す。
（通常科目）

科目コード

明細科目

合計科目

内部コード

退共済事業資産

退職共済事業管理資産

02071001

固）徴収不引当

徴収不能引当⾦

02081001

0368

役退慰労引当⾦

役員退職慰労引当⾦

05011101

0369

退職共済預り⾦

退職共済預り⾦

05011201

固定資産
他積⽴資産
0272

その他の固定資産
0274
固定負債
固定負債

退職共済事業収益
事務費収益
0580

退共事務収益１

0581

退共事務収益２

事務費収益

14010101
14010102

サービス活動費⽤
人件費
0741

役員退職慰労⾦

役員退職慰労⾦

19011001

0742

役退慰労引繰⼊

役員退職慰労引当⾦繰⼊

19011101

棚卸資産評価損

棚卸資産評価損

19022201

事業費
0743

退職共済事業費⽤
0744

退共済事務費１

0745

退共済事務費２

事務費

19100101
19100102

サービス活動外収益
基本財産評価益
0726

基本財産評価益

基本財産評価益

1a0a0101

積⽴資産評価益

積⽴資産評価益

1a0b0101

退職共済事業管理資産評価益

1a0c0101

退職共済預り⾦戻⼊額

1a0d0101

基本財産評価損

基本財産評価益

1b090101

積⽴資産評価損

積⽴資産評価損

1b0a0101

退職共済事業管理資産評価損

1b0b0101

退職共済預り⾦繰⼊額

1b0c0101

積⽴資産評価益
0727

退職共済事業管理資産評価益
0728

退共済資評価益

退職共済預り⾦戻⼊額
0729

退共済預り戻⼊

サービス活動外費⽤
基本財産評価損
0747
積⽴資産評価損
0748

退職共済事業管理資産評価損
0749

退共済資評価損

退職共済預り⾦繰⼊額
0750

退共済預り繰⼊

４

（収⽀科目）
科目コード

明細科目

合計科目

内部コード

退職共済事業収⼊
事務費収⼊
0580

退共事務収⼊１

0581

退共事務収⼊２

14010101

事務費収⼊

14010102

事業活動⽀出
人件費⽀出
0741

役退慰労⾦⽀出

役員退職慰労⾦⽀出

19011001

退職共済事業⽀出
0744

退共事務⽀出１

0745

退共事務⽀出２

19100101

事務費⽀出

19100102

その他の収⼊
その他の収⼊
1272

退共済資取崩収

退職共済事業管理資産取崩収⼊

2a101001

1369

退共済預り収⼊

退職共済預り⾦収⼊

2a101101

役員等⻑借⼊収

役員等⻑期借⼊⾦収⼊

2a110101

2272

退共済資産⽀出

退職共済事業管理資産⽀出

2b141001

2369

退共済預り⽀出

退職共済預り⾦返還⽀出

2b141101

役員等⻑期借⼊⾦収⼊
1354
その他の⽀出
その他の⽀出

役員等⻑期借⼊⾦償還⽀出
2354
役員等⻑借⼊⽀
役員等⻑期借⼊⾦元⾦償還⽀出
2b150101
※退職共済事業に係る科目（退職共済○○○）における使⽤不使⽤の初期サインは、『新規会社登録・
修正・削除業務』の「処理会計選択」の社会福祉協議会科目の設定に依存します。
下記の科目のうち、緑字は改正により名称を変更しています。
また、⻘字は改正内容に関係はありませんが、決算書の出⼒名称に合わせるため変更しています。
科目コード

明細科目

合計科目
試算表科目名称

決算書科目名称

内部コード

固定資産
基本財産
0211

基財・土地

基本財産・土地

土地

02010101

0212

基財・建物

基本財産・建物

建物

02010201

0213

基財・附属設備

基本財産・建物附属設備

建物附属設備

02010202

0214

基財・定期預⾦

基本財産・定期預⾦

定期預⾦

02010301

0215

基財・投有証券

基本財産・投資有価証券

投資有価証券

02010401

0216
基建物減償累計
基本財産・建物減償累計額
建物減価償却累計額
02011001
※0216 基本財産・建物減価償却累計額及び 0229 減価償却累計額は既存科目を応⽤することとし、改めて
科目は追加しません。⽤途に応じ科目の追加や名称変更を⾏ってください。
・事業活動計算書「その他の費⽤」の内訳科目について、F7 合計明細の出⼒△のサインを外すように
修正しました（初期状態のみ）。

５

Ⅲ．財務諸表等⼊⼒シート（平成 30 年度版）
１）改正概要

・財務諸表等⼊⼒シート（平成 30 年度版）が平成 30 年 4 ⽉ 16 ⽇に提供開始されました。
財務諸表等⼊⼒シート（平成 30 年度版）は、独⽴⾏政法人福祉医療機構 WAM のホームページの
「財務諸表等電子開示システム」にログインして⼊手してください。
http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/
※財務諸表等⼊⼒シートの操作等に関しては弊社にてはお答えできません。
平成 30 年度版財務諸表等⼊⼒シートの改正点のうちプログラムに関係するものは、事業類型コード分
類（サービス区分）の追加と勘定科目の追加です。
社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム「財務諸表等⼊⼒シート」の主な変更点について
https://www.int.wam.go.jp/sec/content/files/zaihyou/zaihyou_syschange_20180122.pdf

①事業類型コード分類（サービス区分）の追加
「11.前会計年度における事業等の概要」で使⽤する事業類型コード分類は、下記の表のとおり、社会
福祉事業６類型、公益事業６類型が追加されました。プログラムでは、これらの類型を「F12 取込
CSV 設定」におけるサービス類型（区分）ダイアログの⼀覧に反映させました。
社会福祉事業

公益事業

区分コード
事業類型コード分類
区分コード
02091202
保育所型認定こども園
03280002
06280002
（公益）地域包括⽀援センター
03280003
06280003
（公益）幼稚園型認定こども園
03280004
06280004
（公益）地⽅裁量型認定こども園
03280005
06280005
（公益）病院
03280006
06280006
（公益）診療所
04330101
※04330101 は“地域における公益的な取組”から名称変更

事業類型コード分類
地域包括⽀援センター
幼稚園型認定こども園
地⽅裁量型認定こども園
病院
診療所
独自定義の公益事業

下記の類型については、財務諸表等⼊⼒シートの「11.前会計年度における事業等の概要」の事業類型
コード分類の⼊⼒候補に表示されていますが、サービス区分として当該カテゴリーで⽤いることが求め
られていないため、追加対象から除外しています（「11-2.うち地域における公益的な取組」の取組コ
ード分類として使⽤する）。
03321501 地域における公益的な取組①（地域の要⽀援者に対する相談⽀援）
03321502 地域における公益的な取組②（地域の要⽀援者に対する配⾷、⾒守り、移動等の生活⽀援）
03321503 地域における公益的な取組③（地域の要⽀援者に対する権利擁護⽀援）
03321504 地域における公益的な取組④（地域の要⽀援者に対する資⾦や物資の貸付・提供）
03321505 地域における公益的な取組⑤（既存事業の利⽤料の減額・免除）
03321506 地域における公益的な取組⑥（地域の福祉ニーズ等を把握するためのサロン活動）
03321507 地域における公益的な取組⑦（地域住⺠に対する福祉教育）
03321508 地域における公益的な取組⑧（地域の関係者とのネットワークづくり）
03321509 地域における公益的な取組⑨（その他）
②勘定科目の追加
・勘定科目は平成 30 年改正で追加された科目に加え、29 年改正で追加された科目（介護保険事業カテ
ゴリーにおける⾷費収益・居住費収益の特定分、及び各事業カテゴリーにおける補助⾦事業収益など
の公費・⼀般分）も初期科目として、財務諸表等⼊⼒シートにセットされています。現在ご使⽤の
29 年マスターは、30 年度版の財務諸表等⼊⼒シートへそのまま取り込むことができます（科目名称
の変更や科目の拡張を⾏っている場合は、財務諸表等⼊⼒シートでも相応の科目を追加する必要があ
ります）。

６

Ⅳ．財務諸表等⼊⼒シート（平成 30 年度版）取込⽤ CSV 作成対応
１）内訳表

・財務諸表等⼊⼒シート（平成 30 年度版）への取込⽤ CSV 作成に対応しました。
①［F12 取込 CSV 設定］
・サービス区分選択に事業類型コード分類（サービス区分）の追加を⾏いました。
社会福祉事業
02091202
06280002
06280003
06280004
06280005
06280006

保育所型認定こども園
（公益）地域包括⽀援センター
（公益）幼稚園型認定こども園
（公益）地⽅裁量型認定こども園
（公益）病院
（公益）診療所

：

公益事業
03280002
03280003
03280004
03280005
03280006
04330101

地域包括⽀援センター
幼稚園型認定こども園
地⽅裁量型認定こども園
病院
診療所
独自定義の公益事業

７

：

・取込 CSV 設定で、拠点区分を超えて同⼀のサービス類型や事業所を⼀括で設定できるように改良し
ました。
これまでの⼀括設定では、拠点区分の中でしか同じサービス類型や事業所を設定できませんでした。
今回より、同⼀の事業（拠点）を複数の事業所で実施している場合、または、複数の事業（拠点）を
同⼀事業所で実施している場合、拠点区分を超えて設定できるようにしました。
⼀括設定ダイアログを開いたときには、同⼀拠点内の明細部門にチェックが付いている状態です。ダ
イアログ上部に選択中の部門について設定項目の情報を表示していますので、情報を複写したい部門
にチェックを付けてください。

８

「210：就労サポート」のサービス類型(区分)
を「110：ふれあいの丘」及び「200：いきい
きデイサービス」へ複写する場合

OK ボタン押下後

「100：ICS 福祉センター」に設定している事
業所の名称を「210：就労サポート」及び
「2999：法人本部」へ複写する場合

OK ボタン押下後

・取込 CSV 設定ダイアログ内、及びサービス区分選択ダイアログ内の操作を向上させる対応を⾏いま
した。
※「現在の階層を取込対象(拠点区分)とする」のチェックを OFF にしたときは、子部門のサービス類型
及び事業所の名称の登録をクリアするようにしました。別の階層を取込対象としたとき以前の設定が
残っており紛らわしいことから変更しています。その際、メッセージを出すようにしました。

・サービス区分選択ダイアログで、既に選択されたサービス類型を保持するようにしました。
・サービス区分選択ダイアログで、マウスのダブルクリックでサービス類型を選択できるようにしまし
た。
・取込 CSV 設定ダイアログを設定途中でも終了できるようにしました。

・明細部門コードが 0 番のとき、サービス類型や事業所の名称が登録できなかったのを修正しました。
・事業所の名称にシングルクォーテーションを⼊⼒すると、エラーメッセージが表示されていたのを修
正しました。
②［F3 Excel 出⼒］／CSV 出⼒（財務諸表等⼊⼒シート取込⽤）
・印刷設定の「印刷時に出⼒パターンを選択する」が ON のとき、取込 CSV 出⼒が⾏えなかったのを
修正しました。
９

・「補足情報.csv」に取り込みに必要のない科目が出⼒されていたのを修正しました。
※この CSV ファイルには、資⾦収⽀計算書、事業活動計算書、貸借対照表の内部取引消去額や予算
額、前年度の⾦額データが格納されています。そのうち、レコード区分＝2、レコード詳細区分＝0
は、予算、前年度決算、前年度末の⾦額データを指し 1 様式でしか使⽤しませんが、“○○区分間貸
付／借⼊⾦科目”が出⼒され、その結果取込後のエラーログに表示されていました。
当該レコード及び当該科目の組み合わせであるデータを出⼒しないように修正しました。

・CSV ファイル起動中に CSV 出⼒を⾏った場合、使⽤中のメッセージで出⼒を中断するようにしまし
た。

・［F6 項目登録］の“□別紙３(⑪)で「特別増減の部」以下を出⼒する”のチェックに関係なく、別紙３
(⑪)の「特別増減の部」以下のデータを CSV 出⼒できるように変更しました。
・総合計部門に拠点区分のチェックが⼊っている場合、CSV 出⼒できなかったのを修正しました。
・CSV 出⼒中にメッセージを出して、処理中であることがわかるようにしました。

・CSV ファイルへ出⼒時、「新規会社登録・修正・削除」の処理会計選択の法人税等の使⽤設定によ
り、事業活動計算書の当期活動増減差額以下の分類科目の番号が変わるように対応しました。
法人税等科目を「使⽤する」場合
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法人税等科目を「使⽤しない」場合

・事業活動明細書の「その他の収益」「その他の費⽤」科目が大区分 1 ⾏のとき、CSV 出⼒できるよ
うに対応しました。

補足事項（財務諸表等⼊⼒シート）

＊法人番号が⼀致していないと取込が⾏えませんので、誤⼊⼒にご注意ください。
＊取込 CSV 設定における拠点区分名称、サービス区分（事業類型コード分類）、事業所の名称は、現
況報告書に⼊⼒されているデータに合わせて登録してください。
＊資⾦収⽀明細の予算額は、内部取引消去後の予算額を財務諸表等⼊⼒シートへ取り込む仕様となって
いますが、現状未対応です。必要に応じて財務諸表等⼊⼒シート側で⾦額を手⼊⼒してください。
＊事業活動明細の特別増減の部以下の科目はサービス区分別に取り込みますが、所轄庁への提出にあた
っては不要なデータです。したがって、取込後に修正することになった場合には、拠点区分合計で⾏
います。
また、公開⽤計算書類作成後も「計算書類、財産目録確定」ボタンを押す前までは編集が可能ですの
で、必要に応じて手修正を⾏ってください。
＊貸借対照表の⽀払資⾦の対象となる科目は、「資⾦科目・予算・予備費関係登録」の資⾦範囲設定と
は異なります。取込後、必要に応じて調整してください。
＊子部門のない拠点区分におけるサービス区分と事業所の名称は、財務諸表等⼊⼒シートへ取り込むた
めに登録が必要ですが、別紙 3（⑩・⑪）の作成には不要です。この場合、取込後の明細シートで
「⼊⼒⽅法切り替え」ボタンを押し拠点区分合計列に直接⼊⼒してください。第四様式以上の階層の
計算書類が作成されます。
＊内訳表の出⼒設定のうち、下記のものは CSV ファイル出⼒に影響します。必要に応じて財務諸表等
⼊⼒シートとマスターで科目名称を合わせるなどの調整を⾏ってください。
1）［F6 項目登録］－共通タブ
『就労⽀援事業の年間売上高が 5,000 万円以下時の内容で出⼒する』
2）［F6 項目登録］－貸借対照表内訳表タブ
『繰延税⾦資産・負債を相殺する』
3）［F6 項目登録］－貸借対照表内訳表タブ
『現⾦・預⾦』の「現⾦及び預⾦を各科目で」「現⾦・預⾦を合計で」「預⾦を合計で」の各設定
4）［F7 合計・明細］
勘定科目の合計・明細・集合
＊CSV ファイルへ出⼒する⾦額の符号は、現在、F7 合計・明細の出⼒詳細設定（△表示）に依拠して
います。
就労⽀援事業収益値引・戻りは ICS プログラムでは就労⽀援事業収益から差し引く仕様となっていま
すが、⾦額自体が正数で出⼒しており、⼊⼒シートへも正数で取り込まれます。ICS の集計と合わせ
るためには、当該科目に△表示のチェックを付けるか、取込後の⼊⼒シートに負数で打ち直すか、い
ずれかの対処をお願いします。
＊協議会科目を使⽤する場合の CSV 出⼒（分類科目の番号）には対応していません。
＊内部取引消去データは、内部取引消去部門の有無に関わらず、仕訳データの内部取引消去サインで判
断し、CSV ファイルへ出⼒します。取込後に⾦額の相違が生じた場合は、マスター側の設定を確認後
に再取り込みを⾏うか、または⼊⼒シート側で手修正を⾏ってください。
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＊CSV ファイル出⼒後にファイルの編集や再保存を⾏うと、ファイルの構造が変わり取込不可となりま
す。
＊財務諸表等⼊⼒シートと CSV ファイルとの設定などに齟齬があると、取込後に⼊⼒シートエラーロ
グがテキスト形式で作成されます。設定違いの確認等にご利⽤ください。

各業務の対応
Ⅰ．導⼊・更新
１）データ抽出

・会社選択時、抽出先と抽出元で改正年度が異なる場合のメッセージを、平成 30 年改正⽤に対応しま
した。

２）残⾼合併

・会社選択時、合併先と合併元で改正年度が異なる場合のメッセージを、平成 30 年改正⽤に対応しま
した。

３）名称等転送

・会社選択時、転送先と転送元で改正年度が異なる場合のメッセージを、平成 30 年改正⽤に対応しま
した。

１２

４）財務マスターコンバージョンｄｂ

①平成 30 年改正対応
・会計基準平成 30 年改正マスターへのコンバージョンに対応しました。
※従来通り、改正前のマスターを別コードに保存してコンバージョンを⾏います。

1

「財務マスターコンバ
ージョンｄｂ」を選択し
ます。

会社選択後、
「変換開始」
を選択します。

2

改正前のマスターを別
コードで保存します。
保存するマスターの会
社コードを⼊⼒します。
「ＯＫ」で変換を開始し
ます。

3

“マスターの変換が正常
に終了しました。”
と表示します。
「ＯＫ」を選択し、「処
理終了」で業務を終了し
ます。

１３

決算期間でコンバージョンの適否を判断します。
30 年 4 ⽉ 1 ⽇以後決算期間のマスター
＊30 年改正科目が既に追加されている場合、コンバート不要のメッセージを表示します。

＊29 年改正コンバージョンまで完了の場合、30 年改正コンバージョンを⾏います。
＊27 年改正コンバージョンまで完了の場合、29 年改正科目を追加したうえ、30 年改正コンバージョ
ンを⾏います。
＊27 年改正コンバージョンが未了の場合、27 年及び 29 年改正科目を追加したうえ、30 年改正コン
バージョンを⾏います。

（以下、参考）
29 年 4 ⽉ 1 ⽇〜30 年 3 ⽉ 31 ⽇の決算期間のマスター
＊29 年改正コンバージョンまで完了の場合、コンバージョン不要のメッセージを表示します。
＊27 年改正コンバージョンまで完了の場合、29 年改正コンバージョンを⾏います。
＊27 年改正コンバージョンが未了の場合、27 年改正科目を追加したうえ、29 年改正コンバージョン
を⾏います。
27 年 4 ⽉ 1 ⽇〜29 年 3 ⽉ 31 ⽇の決算期間のマスター
＊27 年改正コンバージョンまで完了の場合、コンバージョン不要のメッセージを表示します。
＊27 年改正コンバージョンが未了の場合、27 年改正コンバージョンを⾏います。
27 年 3 ⽉ 31 ⽇以前の決算期間のマスター
＊27 年 4 ⽉ 1 ⽇以降ではないためコンバージョンを⾏えない旨のメッセージを表示します。
＊対応前プログラムで 30 年に更新しているマスターに対してコンバージョンを⾏うと、「基本財産・
建物減価償却累計額」「減価償却累計額」以外の勘定科目を追加します。
＊「基本財産・建物減価償却累計額」は、コンバージョン前に名称の変更を⾏っていなければ、既存の
名称（明細科目名称：基財・減償累計／試算表科目名称：基本財産・減価償却累計額）から新名称
（明細科目名称：基建物減償累計／試算表科目名称：基本財産・建物減償累計額）へ変わります。コ
ンバージョン前に名称の変更を⾏っていれば、その名称を引き継ぎます。
＊退職共済事業に係る科目は、コンバート後、マスターの体系に関わらず不使⽤×で追加します。
＊過去のコンバージョンが未了の場合は、それらも併せて⾏います。
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②その他の対応
・⼀部の既存科目について、コンバート後に厚労省通知に掲載されている名称に合わせるよう対応しま
した。
※名称が変更されるのは下記科目の⾊付きの箇所です。（赤字は追加・変更された文字）
※標準科目名称のみ新しい名称に変更されます。コンバージョン前に既に名称を変更している場合は、
その名称を引き継ぎます。
※「流）徴収不引当」の試算表科目名称、及び「基財・土地」〜「基財建物減償累計」、「訪看他利⽤
収⼊」の決算書科目名称は、コンバージョン前に未⼊⼒の状態である場合のみ新しい名称をセット
し、⼊⼒済の場合はその名称を引き継ぎます。
（通常科目）
明細科目名称

試算表科目名称

決算書科目名称

流）徴収不引当

徴収不能引当⾦

----------------

基財・土地

基本財産・土地

土地

基財・建物

基本財産・建物

建物

基財・附属設備

基本財産・建物附属設備

建物附属設備

基財・定期預⾦

基本財産・定期預⾦

定期預⾦

基財・投有証券

基本財産・投資有価証券

投資有価証券

基建物減償累計

基本財産・建物減償累計額

建物減価償却累計額

１年返済役借⼊

１年内返済役員⻑期借⼊⾦

１年以内返済予定役員等⻑期借⼊⾦

訪看他利⽤収益

訪問看護その他利⽤料収益

訪問看護その他の利⽤料収益

利⽤外給⾷収益

利⽤者等外給⾷収益

----------------

--------------

固定資産売却損・処分損

----------------

基財土地売却損

基財土地売却損・処分損

基本財産・土地売却損・処分損

基財建物売却損

基財建物売却損・処分損

基本財産・建物売却損・処分損

土

地 売却損

土地売却損・処分損

土地売却損・処分損

建

物 売却損

建物売却損・処分損

建物売却損・処分損

構築物 売却損

構築物売却損・処分損

構築物売却損・処分損

機械等 売却損

機械及び装置売却損処分損

機械及び装置売却損・処分損

⾞輌等 売却損

⾞輌運搬具売却損・処分損

⾞輌運搬具売却損・処分損

器具等 売却損

器具及び備品売却損処分損

器具及び備品売却損・処分損

他固資売却損１

他固定資産売却損処分損１

他固定資産売却損・処分損１

他固資売却損２

他固定資産売却損処分損２

他固定資産売却損・処分損２

他固資売却損３

他固定資産売却損処分損３

他固定資産売却損・処分損３

他固資売却損４
--------------

他固定資産売却損処分損４
--------------

他固定資産売却損・処分損４
国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額（除却等）

※固定資産売却損・処分損は中分類の試算表科目名称のみ。
※国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額（除却等）は中分類の決算書科目名称のみ。
（収⽀科目）
明細科目名称

試算表科目名称

決算書科目名称

訪看他利⽤収⼊

訪問看護その他利⽤料収⼊

訪問看護その他の利⽤料収⼊

他医療事業収⼊

その他の医療事業収⼊

----------------

設備借償還⽀出

設備資⾦借⼊⾦償還⽀出

設備資⾦借⼊⾦元⾦償還⽀出

⻑期資⾦償還⽀

⻑期運営資⾦借⼊償還⽀出

⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還⽀出
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Ⅱ．登録・⼊⼒
１）新規会社登録・修正・削除

・会計基準平成 30 年改正マスターの作成に対応しました。
決算期間が 30 年４⽉１⽇以後のマスターを作成すると、改正による科目が自動的に追加されます。
※退職共済事業に係る科目は「処理会計選択」の“社会福祉協議会科目の使⽤”を「使⽤する」に設定す
ると使⽤○で、「使⽤しない」に設定すると不使⽤×でマスターを作成します。
※それ以外の科目は、処理会計選択によらず、30 年４⽉１⽇以後の決算期間であれば必ず追加されま
す。

・⼀部の既存科目について、厚労省通知に掲載されている名称に合わせてマスターを作成するようにし
ました。該当科目は財務マスターコンバージョンｄｂの項を参照してください。

２）⾃動⼊⼒仕訳設定

・会計基準 30 年改正に追加した科目で、資⾦仕訳及び対となる自動仕訳をセットしました。
追加した仕訳は下記のとおりです。
（資⾦仕訳）
借⽅科目

（自動仕訳）
貸⽅科目

借⽅科目

貸⽅科目

退共済事業資産

資

⾦

退共済資産⽀出

⽀

払 資 ⾦

役員等⻑借⼊⾦

資

⾦

役員等⻑借⼊⽀

⽀

払 資 ⾦

退職共済預り⾦

資

⾦

退共済預り⽀出

⽀

払 資 ⾦

資

⾦

退共済事業資産

⽀

払 資 ⾦

退共済資取崩収

資

⾦

役員等⻑借⼊⾦

⽀

払 資 ⾦

役員等⻑借⼊収

資

⾦

退職共済預り⾦

⽀

払 資 ⾦

退共済預り収⼊

＊退共済事業資産、退職共済預り⾦は協議会科目を使⽤するに設定している場合に限り表示されます。

Ⅲ．決算
１）決算書

①計算書類に対する注記
・「9.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高」を「9.有形固定資産の取得価額、減価償
却累計額及び当期末残高」へ変更しました（会計基準平成 30 年改正）。
※注記原本及び帳票リスト編集ダイアログのタイトルバー部分が、新しい名称に変わります。
※既に原本から編集画⾯へ転記された文⾔は変わりませんので、必要に応じて変更を⾏ってください。

１６

・30 年改正マスターより、画⾯では基本財産科目の決算書名称に“基本財産”を外した名称を表示する
ようにしていますので、ダイアログ上は区別がなくなりました（先頭 4 ⾏は基本財産、以降はその他
固定資産です）。

・出⼒においては、基本財産とその他固定資産との区別をつけるようにしました。

・官報号外第 56 号及び運⽤上の取扱いに記載のひな形に沿った科目の並びにしています。

２）内訳表

・官報号外第 56 号及び運⽤上の取扱いに記載のひな形に沿った科目の並びにしています。

３）財産目録

・官報号外第 56 号及び運⽤上の取扱いに記載のひな形に沿った科目の並びにしています。
・「⻑期預り⾦（明細科目：敷⾦等預り⾦・他⻑期預り⾦）」の出⼒位置を、決算書の貸借対照表での
科目の並びに合わせました。

４）附属明細書

・［F9 集計科目］で、積⽴⾦・積⽴資産明細書に「退共済事業資産」を、引当⾦明細書に「役退慰労
引当⾦」をそれぞれ追加しています。

【補足事項】
※改正対応のプログラムを利⽤する際は、使⽤するすべての機械にインストールしてください。
※下記事項については、厚生労働省福祉基盤課に照会したうえでプログラムの対応を⾏っています。
＊資⾦収⽀計算書、事業活動計算書の退職共済事業収⼊（収益）の下に表示している“（何）事業収⼊
（収益）”及び“（何）収⼊（収益）”、退職共済事業⽀出（費⽤）の下に表示している“（何）⽀出
（費⽤）” は、官報では退職共済事業科目の中に格納されているように⾒えますが、実際には退職
共済事業科目と同列に表示している大分類科目です。
＊今回の改正で追加された科目のうち、退職共済事業に係る科目は社会福祉協議会でしか使⽤せず、そ
れ以外の科目は⼀般の社会福祉法人でも使⽤します。

１７

※既存の協議会科目にも「退職共済事務費収益」があります。これは社会福祉協議会モデル経理規程で
設けられている科目であり、会計基準で設けられている退職共済事業収益の事務費収益とは別扱いと
しました。
※コンバージョンを⾏っても科目の並びが変わらないものがあります。例えば基本財産・減価償却累計
額は 30 年改正で建物減価償却累計額となりますが、コンバート後も基本財産・建物の下には移動さ
れません。
スケジュール内の移動または『科目設定・残高登録』業務の科目順変更等を⾏うようにしてくださ
い。
※コンバージョン後、退職共済事業に係る科目群が不使⽤×で追加されます。
協議会科目を「使⽤する」に設定しているマスターでも、コンバージョンを⾏うと不使⽤になりま
す。
新規作成時は処理会計選択の設定により使⽤・不使⽤を決定しますが、⼀旦作成したマスターに対し
ては、単に科目に使⽤・不使⽤のサインが⽴っているという情報しかなく、処理会計選択の設定で判
断することができません。コンバート時の科目追加の場合も同様に、処理会計選択で判断できないた
め、該当科目のすべてを不使⽤にしています。したがって、当該科目を使⽤する際は手動で「使⽤
○」に切り替えるか、処理会計選択で協議会科目を「使⽤するに変更」に切り替えて再書き込みを⾏
ってください。

改

良（社会福祉法人）

Ⅰ．対象次単位の補正予算書対応
１）決算書

①対象次単位の補正予算書に対応しました。
・従来の補正予算書は当初予算に年間の補正予算を加味したうえで当期全体の予算額を求めるものでし
たが、今回、対象次単位（実施⽇時点）での補正予算や流⽤額及び補正後予算を出⼒する帳票に対応
しました。
［F6 項目登録］資⾦収⽀予算書タブ

１８

・「補正予算書の出⼒を⾏う」のチェックボックスを追加しました。
このチェックボックスが有効となるのは、「資⾦科目＆予算・予備費関係登録」の［F8 実施⽇］に
補正予算実施⽇を登録しており、かつ、⾦額欄の列数について【三列（当初予算／補正予算／当期予
算）】を選択している場合です。
チェック ON … コンボボックス及びチェックボックスの選択・指定が有効となり、資⾦収⽀補
正予算書を出⼒します。
チェック OFF … 従来タイプの資⾦収⽀予算書を出⼒します。
＊［F8 実施⽇］が未登録の場合または⾦額欄の列数が【三列（当初予算／補正予算／当期予算）】以
外を選択しているとき、チェックボックスは無効となります。
＊項目名称（標準名称）は、補正予算対象次が第 1 次と第 2 次以降とで表示が異なります。
第 1 次：当初予算／第 1 次補正（／流⽤額）／補正後予算
第 2 次以降：補正前予算／第 X 次補正（／流⽤額）／補正後予算
※項目名称（出⼒名称）は対象次ごとに持っており、標準名称と異なる場合に有効となる「標準に戻
す」ボタンも対象次ごとに押下できます。
項目

説明
「資⾦科目＆予算・予備費関係登録」の［F8 実施⽇］で登録

補正予算対象次

した補正予算の実施⽇を表示します。第 1 次実施⽇(mm.dd)
〜第 X 次実施⽇(mm.dd) ＜最大 12 次＞

☑承認年⽉⽇を出⼒する

チェック ON の場合、予算書の下部欄外に『第 X 次補正予算承
認年⽉⽇：平成 yy 年 mm ⽉ dd ⽇』と印字します。※1
チェック ON の場合、補正前予算に現在選択している実施⽇よ

□補正前予算に流⽤額を含める

り前の実施⽇の流⽤額を含めて出⼒します。チェック OFF の
場合、補正前予算に流⽤額を含めずに出⼒します。※2
流⽤額列を出⼒するかどうかの選択です。チェック ON の場

☑流⽤額の列を出⼒する

合、第 X 次補正列と流⽤額列を分けて四列で出⼒します。チェ
ック OFF の場合、第 X 次補正列に科目予算流⽤額または予備
費流⽤額を含み三列で出⼒します。※2
チェック ON の場合、上部欄外に「※：予備費流⽤額を含む」

☑流⽤額に予備費流⽤を含む科目に「※」を出⼒する

と印字します。また、流⽤額列に予備費流⽤額を含む科目が存
在していれば、その⾦額の先頭に※印を付します。※3

※1 承認年⽉⽇は該当する対象次の実施⽇と同⼀⽇付を出⼒します。
異なる⽇付の場合は、脚注で⼊⼒するようにしてください。
※2 「補正前予算に流⽤額を含める」及び「流⽤額の列を出⼒する」の選択は、それぞれのチェック
ON／OFF の組み合わせにより、以下の集計となります。
「補正前予算に流⽤額を含める」＝OFF の場合
＊「流⽤額の列を出⼒する」＝ON の場合
Ａ．補正前予算 ･･･ 当初予算額＋（第Ｘ－１次までの補正予算額）
Ｂ．第Ｘ次補正 ･･･ 第Ｘ次の補正予算額
Ｃ．流 ⽤ 額 ･･･ 期⾸からの流⽤額（※①）
Ｄ．補正後予算 ･･･ Ａ＋Ｂ＋Ｃ（第Ｘ次実施⽇時点の予算額）
＊「流⽤額の列を出⼒する」＝OFF の場合
Ａ．補正前予算 ･･･ 当初予算額＋（第Ｘ－１次までの補正予算額）
Ｂ．第Ｘ次補正 ･･･ 第Ｘ次の補正予算額＋期⾸からの流⽤額
Ｃ．補正後予算 ･･･ Ａ＋Ｂ（第Ｘ次実施⽇時点の予算額）

１９

「補正前予算に流⽤額を含める」＝ON の場合
＊「流⽤額の列を出⼒する」＝ON の場合
Ａ．補正前予算 ･･･ 当初予算額＋（第Ｘ－１次までの補正予算額）＋（第Ｘ－１次までの流⽤額）
Ｂ．第Ｘ次補正 ･･･ 第Ｘ次の補正予算額
Ｃ．流 ⽤ 額 ･･･ 第Ｘ次の流⽤額（※②）
Ｄ．補正後予算 ･･･ Ａ＋Ｂ＋Ｃ（第Ｘ次実施⽇時点の予算額）
＊「流⽤額の列を出⼒する」＝OFF の場合
Ａ．補正前予算 ･･･ 当初予算額＋（第Ｘ－１次までの補正予算額）＋（第Ｘ－１次までの流⽤額）
Ｂ．第Ｘ次補正 ･･･ 第Ｘ次の補正予算額＋第Ｘ次の流⽤額
Ｃ．補正後予算 ･･･ Ａ＋Ｂ（第Ｘ次実施⽇時点の予算額）
※① 期⾸からの流⽤額
4/1 から第Ｘ次の補正予算実施⽇までに発生した流⽤額の合計。
※② 第Ｘ次の流⽤額
第Ｘ－１次(前回)の補正予算実施⽇の翌⽇から第Ｘ次(今回)の補正予算実施⽇までに発生した流⽤額。
第１次のみ、期⾸(4/1)から第１次の補正予算実施⽇までに発生した流⽤額。
（下図の⿊枠の範囲内に発生した⾦額）
◎補正予算書は補正予算実施⽇を基準に出⼒される帳票です。設定している実施⽇によっては、補正予
算額と流⽤額は同⼀対象次の補正予算書に出⼒されるとは限りません。下図のように同⽉内におい
て、補正予算実施⽇より後に流⽤が⾏われている場合、補正予算は選択対象次の補正予算書に、科目
予算及び予備費流⽤額は次回対象次の補正予算書に出⼒します。また、補正前予算や流⽤額の欄へは
補正予算書の出⼒設定により集計される⾦額が異なります。

※3 第四様式では予備費流⽤額を含む勘定科目のみに※印を付し、分類科目の⾦額には表示しません。
また、この表示は F6 項目登録の“帳表タイトルを各ページに出⼒する”のチェックに影響します。

※補正予算書の出⼒は、補正予算対象次の選択に影響を受けるもので、出⼒期間の指定に関係しませ
ん。
※決算期間は１年間を表示し、決算期間の下に対象次の有効範囲となる期間を表示するようにしていま
す。
表示は［F6 項目登録］/「共通」の“帳表タイトルを各ページに出⼒する”のチェックが影響します。

２０

※［F6 項目登録］/「共通」の「補正予算書の出⼒を⾏う」にチェックが付いているとき、第⼀画⾯
に、現在選択中の資⾦収⽀予算書が補正予算書である旨をガイド表示します。

※翌期更新を⾏うと「資⾦科目＆予算・予備費関係登録」で登録した実施⽇がクリアされますので、直
後は「補正予算を⾏う」チェックボックスが無効となります。
※補正予算の最終対象次における実施⽇を超えた⽇付で、科目予算流⽤額や予備費流⽤額データを登録
している場合、そのデータは出⼒対象外となるためメッセージを表示し、「資⾦科目・予算・予備費
関係登録」での実施⽇の確認・変更を促します。また、補正予算書内では出⼒対象外ですが、当年で
発生した流⽤額に変わりありませんので、当年度予算及び翌期更新後の前年度予算には含みます。

補足事項（補正予算書）

※「補正前予算に流⽤額を含める」の設定により補正前予算や流⽤額の集計は変わりますが、補正後予
算に違いは生じません。チェック OFF の場合、対象次時点での補正前予算・流⽤額それぞれの純粋
な⾦額を確認することができます。チェック ON の場合、流⽤額の有無に関係なく第 X 次の補正後予
算＝第 X＋１次の補正前予算となりますので、予算の推移が確認しやすくなります。
※流⽤額が発生している場合、「流⽤額の列を出⼒する」が OFF では第 X 次補正の列に補正予算額と
流⽤額の両⽅が集計されるため、ON で出⼒することを推奨します。
※期間集計時は予算書の出⼒を⾏いません。
②「計算書類に対する注記」の⼀括出⼒
・「計算書類に対する注記」の⼀括出⼒に対応しました。（PDF 出⼒⽤）
財務諸表等⼊⼒シートでは、計算書類を作成完了後に注記の PDF を添付します。拠点区分が複数あ
りそれぞれの注記を作成している場合、電子開示システムでは法人全体を含め 1 ファイル（Word、
Excel、PDF）に統合して添付するよう求めています。
当業務で、法人全体及び拠点区分別の注記を⼀括して PDF 出⼒できる機能を追加しました。
※ICSPDF 出⼒の契約が必要です。
ツールバーの印刷設定で「計算書類に対する注記の⼀括出⼒」を押します。

２１

注記の⼀括出⼒ダイアログで出⼒を⾏うパターンにチェックを付け、印刷を⾏います。
法人全体の注記（別紙１）及び拠点区分別の注記（別紙２）を⼀括して出⼒します。

・法人全体や部門に注記の登録がない場合は、メッセージを出し処理を中断します。

※内部取引消去部門及び総合計部門の注記は⼀括出⼒の対象外です。
※27 年改正以前のマスターでは、注記の⼀括出⼒を⾏いません。
※⼀括出⼒機能は部門処理を⾏うマスターで有効であり、部門未使⽤のマスターでは無効です。

その他改良・修正（社会福祉法人）
Ⅰ．導⼊・更新
１）翌期更新

・更新後、資⾦科目＆予算・予備費関係登録の［F9 予備費］を開かずに帳票出⼒すると、「前期末⽀
払資⾦残高」の予算額が正しく計算されていなかったのを修正しました。

２）前年度からの更新

・前年度からの更新後、資⾦科目＆予算・予備費関係登録の［F9 予備費]を開かずに帳票出⼒すると、
「前期末⽀払資⾦残高」の予算額が正しく計算されていなかったのを修正しました。
・資⾦科目・予算・予備費関係登録において、過年度マスターの来期予算から当年度マスターの当期予
算に、年間予算・⽉次予算ともに更新しないように修正しました。
・前年度マスターの予算登録を⽉別予算⼊⼒にしていない状態で前年度からの更新をかけると、当年度
マスターの前期の⽉別予算が流⽤分を除いてクリアされていたのを修正しました。

Ⅱ．登録・⼊⼒
１）資⾦科目・予算・予備費関係登録

・退共事務収⼊１・２において、科目予算流⽤先明細ダイアログの予算流⽤科目欄にカーソルを置いた
状態から別の欄へ移動したとき、エラー終了していたのを修正しました。

２２

Ⅲ．決算
１）決算書

・出⼒時、特定の条件でエラーとなっていたのを修正しました。
出⼒指定された部門に「資産の部」「負債の部」「純資産の部」の発生がなく、F6 項目登録－共通
タブの「固定出⼒科目を出⼒する」のチェックが OFF、かつ貸借対照表タブの『「資産の部」と「負
債の部、純資産の部」とを同⼀ページに出⼒』のチェックが ON の場合に起こります。
・［F3 Excel 出⼒］の「Excel 出⼒」において、資⾦収⽀計算書の⾦額が、F6 項目登録の資⾦収⽀予
算書タブで設定した出⼒単位で出⼒されていたのを修正しました。

２）附属明細書

・「補助⾦事業等収益明細書」を部門別で処理している場合、データ⾏を集約したあと交付⾦額を手修
正すると、合計部門の⾦額が集約元部門の⾦額に変っていたため、交付⾦額等合計と⼀致しなかった
のを修正しました。
・「国庫補助⾦等特別積⽴⾦明細書」で、印刷設定の「印刷時に出⼒帳票を選択する」にチェックした
状態で印刷すると、各拠点区分の内訳における当期取崩額合計と当期積⽴額合計が正常な⾦額で出⼒
されなかったのを修正しました。

その他改良・修正
Ⅰ．導⼊・更新
１）名称等転送

・社会福祉ｄｂマスター(29 年 4 ⽉ 1 ⽇以降)と学校ｄｂマスター(新会計基準)での転送時、「合計・
明細の選択」の「試算表」にチェックを付けていても転送が⾏われていなかったのを修正しました。

Ⅱ．登録・⼊⼒
１）仕訳⼊⼒

・⼀括修正時に部門を指定する際、部門番号でしか指定できなかったのを、部門コード・部門名称の⼀
覧表示から選択できるように改良しました。

・仕訳検索の対象データのコンボボックスの下に「⼊⼒仕訳」「修正仕訳」の項目を追加しました。
※対象データが「現在のユーザー」の場合、「⼊⼒仕訳」「修正仕訳」のチェックボックスが
有効になります。またユーザーの権限が「仕訳⼊⼒可（他者⼊⼒閲覧・訂正可）」の場合のみ有効に
なり、ユーザーの権限が「仕訳⼊⼒可（他者⼊⼒閲覧・訂正不可）」の場合は、自ユーザーの仕訳の
み表示されるため、コンボボックスの切り替えは無効にしています。

２３

・出納帳形式で、伝票番号および証憑番号を⼊⼒できるように改良しました。
・伝票修正画⾯で､枝番未⼊⼒確認メッセージを表示するように改良しました。
・⼀括修正で、変更後の選択肢に「対象外」を追加し「特定収⼊」⇒「対象外」に変更できるように改
良しました。
※「対象外」→「特定収⼊」にする場合は、「（なし）」⇒「特定収⼊」と設定します。

・仕訳⼊⼒から原票の印刷ができるように改良しました。
※元帳検索やチェックリストなどの他業務と同様、仕訳に関連付いている原票のみ印刷ができるように
なっています。
・「新規会社登録・修正・削除」の［摘要枝番処理］の設定に関係なく、［F4 ⼊⼒設定］の「枝番摘
要を仕訳摘要にセット」が機能するようにしました。
・内部コード「例：0f010202」の先頭の数字の 0 が消えていたような場合、仕訳⼊⼒では科目が空⽩
で表示され、元帳検索の貸借修正では「f010202」等と表示されることがあったのを修正しました。
・伝票⼊⼒で下記仕訳を⼊⼒して、F11 伝票登録をすると、課税の仕訳でも税額が 0 になっていたのを
修正しました。
0 旅費交通費 ／ 空欄 108,000
108,000 空欄
／ 現⾦
0
・仕訳検索の検索結果で、⽇付等をクリックし△▽マークで降順にしたときに「修正番号」に⼊⼒して
Enter を押すと⼊⼒した番号ではなくカーソルがある仕訳の修正画⾯に遷移していたのを修正しまし
た。
・「F8 仕訳検索」の検索項目タブの画⾯にした状態で、元帳検索を起動して［F11 貸借修正］にて科
目を「諸口」に訂正し、仕訳⼊⼒画⾯に戻り、検索項目タブから通常⼊⼒タブに戻った場合、諸口貸
借の⾦額が変わっていなかったのを修正しました。
・仕訳⼊⼒より［F8 仕訳検索］で摘要文字を指定して検索し、修正する仕訳をクリックして仕訳修正
画⾯に移⾏する。そこから、元帳検索画⾯より仕訳修正を⾏い、タスクバーのアイコンから仕訳⼊⼒
に戻り、修正した仕訳の SEQ 番号をクリックすると同じ仕訳が画⾯に複数表示される。“仕訳検索表
示データー アンダーフロー 動作環境が不完全です エラーコード 0202”というエラーも表示されて
いたのを修正しました。
・仕訳検索後の仕訳修正モード時、仕訳を挿⼊すると、同じ番号の仕訳が何個も表示される場合があっ
たのを修正しました。
・諸口の科目コードが 0000 の［原票イメージ保存］を⾏うマスターで、［F4 ⼊⼒設定］で“科目コー
ド表示”を選択、オプションの［原票詳細設定］の“転記済み原票イメージを表示する”のチェックを
外し、⼊⼒画⾯で原票イメージのボタンを選択し⻘くしている状態で、⼊⼒済みの仕訳欄に⽮印キー
でカーソルを移動又はマウスホイールで移動すると科目が「諸口」に変わっていたのを修正しまし
た。

２４

２）元帳検索

・部門選択ダイアログ内に↓↑ボタンを表示するようにしました。

・キーボード操作で Ctrl+F5 を押すと動作停止する場合があったのを修正しました。
（手順例）
仕訳⼊⼒→残高問合せ→科目ダブルクリック→元帳検索→仕訳選択（フォーカス）→検索⼀覧ボタン
→１⾏ダブルクリック→仕訳⼊⼒で修正→キーボードで Ctrl＋F5(元帳検索)を押すと動作が停止して
いました。（［Ctrl＋F5（元帳検索）］をマウスでクリックした場合は問題ありませんでした。）
・⽉⽇の幅を⾒えなくなるぐらい狭くした場合、業務を起動し直したときに、⽉⽇が⾒えるように、幅
を自動調整するように対応しました。
・補助元帳検索の画⾯で新規に枝番残高を登録した場合、追加した枝番がコンボボックスに表示されな
かったのを表示できるように対応しました。
・科目欄で上下の⽮印キーを使って科目を選択した場合、半角のカナやアルファベットを使⽤した科目
だと「該当する科目が⾒つかりません。」と表示されていたのを修正しました。

３）科目設定・残⾼登録

・[枝番指定]ボタンを拡張し､枝番番号･カナ検索が⾏えるように対応しました。
対応に伴い［枝番指定］の名称を［枝番検索］に変更しています。

・［枝番残高登録］プレビューの前ページ戻りに対応しました。
前ページ戻りに対応した帳表は下記の通りです。
○枝番残高登録
＊枝番残高⼀覧
＊部門枝番残高⼀覧
＊年間予算⼀覧
＊枝番予算チェックリスト
・⼊⼒画⾯の科目選択画⾯で、使⽤しない科目が空欄で表示していたのを、詰めて表示するように改良
しました。
※科目設定・変更→［⼊⼒表示科目の設定］→［登録・表示⽅法変更］で、下記いずれかの設定にして
いる場合に詰めて表示します。
＜設定内容＞
1.「科目（内部）コード順に並べ替えて表示」を選択している場合。
2.「出⼒順に並び替えて表示」を選択している場合。
・画⾯の表示（コントロール）を変更しました。
［科目残高登録］［枝番残高登録］
※科目間に「罫線」を付けました、文字フォントを小さくしました。
２５

・⾦額欄にカーソルを止めた時に、どの科目にカーソルが止まっているかわかるようにインバースをコ
ードまで表示するように対応しました。
［変更前：科目残高登録］

［変更後：科目残高登録］

・残高登録の画⾯で、[Home 合計転記]が⿊い帯の状態だと選択できなかったのを選択できるように改
良しました。

Ⅲ．通信・移動
１）マスター＆データ抽出

・データ受信分抽出時に、抽出先が「決算確定」であった場合に、空⽩の未設定科目エラーのダイアロ
グを表示していたのを修正しました。決算確定時は処理不可のメッセージを表示します。

・会社名にシングルクォーテーション（ʻ）がある場合、マスター⼊替時に「ʻ…ʼ付近に不適切な構文が
あります。」とエラーになっていたのを修正しました。※新規コードで抽出する場合は問題ありませ
ん。

２６

その他改良・修正（財務全般）
Ⅰ．導⼊・更新
１）データ抽出

・「未設定科目エラー」で取り込めなかった仕訳のリストを表示するように対応しました。
・チェックリスト出⼒においてデータ抽出した仕訳の作成者の欄が空欄で出⼒されていたのを､抽出元
マスターの情報をそのまま持ってくるように修正しました。

Ⅱ．登録・⼊⼒
１）新規会社登録・修正・削除

・マスターの削除を⾏った時に、クラウド共有を解除するようにしました。
以上

２７

