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－1－

目次

１．決算書レイアウト追加対応
⇒決算書の表示レイアウト（勘定式）を新しく追加し、新・旧レイアウトの選択を可能にします。
⇒新規企業作成の際、初期提供する決算書マスタのレイアウト設定を変更します。

２．農業会計標準マスタ対応
⇒農業用の標準マスタ（個人・法人）を新しく追加します。

３．平成30年社会福祉法人・公益法人会計基準一部改正対応
⇒社会福祉法人会計基準に対応した、標準提供マスタの内容に変更します。
⇒公益法人会計基準に対応した、標準提供マスタの内容に変更します。
⇒公益法人会計基準に基づいて、帳票の項目名称を変更します。

４．ログイン非ロック対応
⇒パスワード、ID間違いによるログインロックをしない設定を可能にします。
⇒ログインロックしない設定をした場合、ログイン入力ミスが5回以上あった際に
指定の通知用メールアドレスにその旨を記載したメールを配信します。



－2－
※画面はイメージのため、
実際のものと異なる場合があります。

決算書の表示レイアウト（勘定式）を新しく追加し、新・旧レイアウトの選択を可能にします。
【対象画面】決算書印刷、2期比較決算書印刷

内容

１－１．決算書レイアウト追加対応

新レイアウト（フォントサイズ大）で出力する場合、
チェックボックスにチェックを入れます。
初期状態では、チェックはついていません。
※一般会計の勘定式のみの対応です。



－3－
※画面はイメージのため、
実際のものと異なる場合があります。

１－１．決算書レイアウト追加対応（新旧比較例１）

決算書（表紙）

新レイアウト旧レイアウト

下線が付きます。



－4－
※画面はイメージのため、
実際のものと異なる場合があります。

１－１．決算書レイアウト追加対応（新旧比較例２）

新レイアウト旧レイアウト

決算書（貸借対照表）

フォントサイズを大きくします。
（科目については、A4合計残高試算表
と同じフォントサイズにします。）

表ヘッダ部分を色付けします。

タイトル下線を太くします。

見出し・科目は均等割付形
式で表示します。
縦の行間を広くします。



－5－
※画面はイメージのため、
実際のものと異なる場合があります。

１－１．決算書レイアウト追加対応（新旧比較例３）

新レイアウト旧レイアウト

決算書（損益計算書）

フォントサイズを大きくします。
（科目については、A4合計残高試算表
と同じフォントサイズにします。）

表ヘッダ部分を色付けします。

タイトル下線を太くします。

見出し・科目は均等割付形
式で表示します。
縦の行間を広くします。



－6－
※画面はイメージのため、
実際のものと異なる場合があります。

１－１．決算書レイアウト追加対応（新旧比較例４）

新
レ
イ
ア
ウ
ト

旧
レ
イ
ア
ウ
ト

決算書（株主資本等変動計算書）

フォントサイズを大きくします。
（科目については、A4合計残高試算表
と同じフォントサイズにします。）

表ヘッダ部分を色付けします。

タイトル下線を太くします。

変動事由の表示が1頁
に3個までになります。

見出し・科目は均等割付形
式で表示します。
縦の行間を広くします。
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※画面はイメージのため、
実際のものと異なる場合があります。

１－１．決算書レイアウト追加対応（新旧比較例５）

新レイアウト旧レイアウト

2期比較決算書（貸借対照表）

フォントサイズを大きくします。
（A4合計残高試算表と同じフォントサ
イズにします。）

表ヘッダ部分を色付けします。

タイトル下線を太くします。

項目名は均等割り付け形式で
表示し、縦の行間を広くしま
す。
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※画面はイメージのため、
実際のものと異なる場合があります。

新規企業作成の際、初期提供する決算書マスタのレイアウト設定を変更します。
【対応標準マスタ：18種類】

一般 ：一般、医業標準、建設標準、TKC標準、NMC標準、弥生法人、JDL標準、財務応援/法人
記帳代行：一般、医業標準、建設標準、TKC標準、NMC標準、弥生法人、JDL標準、財務応援/法人
※社福・公益、公営企業のマスタは対象外です。

内容

１－２．決算書レイアウト追加対応

決算書マスタの書式設定

現行 新

決算書マスタの初期提供時のレイアウ
ト設定を変更します。

※既にご利用のお客様は、オペレー
ションにて設定変更をお願いします。



－9－
※画面はイメージのため、
実際のものと異なる場合があります。

農業用の標準マスタ（個人・法人）を新しく追加します。
【対応標準マスタ：4種類】農業法人、農業個人、記帳代行・農業法人、記帳代行・農業個人
【対応マスタ：5種類】税区分マスタ、試算表マスタ、摘要マスタ、仕訳マスタ、決算書マスタ

内容

２－１．農業会計標準マスタ対応

選択肢に、下記の4種を追加します。
・農業法人
・農業個人
・記帳代行・農業法人
・記帳代行・農業個人
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※画面はイメージのため、
実際のものと異なる場合があります。

社会福祉法人会計基準に対応した、標準提供マスタの内容に変更します。
【対応画面】科目マスタ、試算表マスタ、決算書マスタ、収支計算書マスタ、附属明細書マスタ

内容

３－１．平成30年社会福祉法人・公益法人会計基準一部改正対応
社会福祉法人（１/９）

参考資料：https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0000198624.pdf

平成30年3月20日公布の 社会福祉法人会計基準の一部を改正する省令 に従います。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0000198624.pdf
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※画面はイメージのため、
実際のものと異なる場合があります。

改正後 改正前

大区分・中区分の新規追加
対応する勘定科目の新規追加

３－１．平成30年社会福祉法人・公益法人会計基準一部改正対応
社会福祉法人（２/９）
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※画面はイメージのため、
実際のものと異なる場合があります。

改正後 改正前

大区分の新規追加
対応する勘定科目の新規追加

中区分の新規追加
対応する勘定科目の新規追加

大区分・中区分の新規追加
対応する勘定科目の新規追加

３－１．平成30年社会福祉法人・公益法人会計基準一部改正対応
社会福祉法人（３/９）



－13－
※画面はイメージのため、
実際のものと異なる場合があります。

大区分の新規追加
対応する勘定科目の新規追加

改正後 改正前

中区分の新規追加
対応する勘定科目の新規追加

３－１．平成30年社会福祉法人・公益法人会計基準一部改正対応
社会福祉法人（４/９）
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※画面はイメージのため、
実際のものと異なる場合があります。

大区分・中区分の新規追加
対応する勘定科目の新規追加

改正後 改正前

大区分の新規追加
対応する勘定科目の新規追加

中区分の新規追加
対応する勘定科目の新規追加

３－１．平成30年社会福祉法人・公益法人会計基準一部改正対応
社会福祉法人（５/９）
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※画面はイメージのため、
実際のものと異なる場合があります。

中区分の新規追加
対応する勘定科目の新規追加

改正後 改正前

中区分の新規追加
対応する勘定科目の新規追加

３－１．平成30年社会福祉法人・公益法人会計基準一部改正対応
社会福祉法人（６/９）
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※画面はイメージのため、
実際のものと異なる場合があります。

大区分・中区分の新規追加
対応する勘定科目の新規追加

改正後 改正前

大区分の新規追加
対応する勘定科目の新規追加

３－１．平成30年社会福祉法人・公益法人会計基準一部改正対応
社会福祉法人（７/９）

中区分の新規追加
対応する勘定科目の新規追加
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※画面はイメージのため、
実際のものと異なる場合があります。

中区分の新規追加
対応する勘定科目の新規追加

改正後 改正前

３－１．平成30年社会福祉法人・公益法人会計基準一部改正対応
社会福祉法人（８/９）

大区分・中区分の新規追加
対応する勘定科目の新規追加
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※画面はイメージのため、
実際のものと異なる場合があります。

改正後 改正前

３－１．平成30年社会福祉法人・公益法人会計基準一部改正対応
社会福祉法人（９/９）

中区分の新規追加
対応する勘定科目の新規追加
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※画面はイメージのため、
実際のものと異なる場合があります。

公益法人会計基準に対応した、標準提供マスタの内容に変更します。
【対応画面】科目マスタ、試算表マスタ、決算書マスタ

内容

３－２．平成30年社会福祉法人・公益法人会計基準一部改正対応
公益法人（１/４）

参考資料：
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/other/houreiguideline/siryou/koueki_kaikeikijyun_unyou_201806v2.pdf

平成30年6月15日改正の 「公益法人会計基準」の運用指針 に従います。

https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/other/houreiguideline/siryou/koueki_kaikeikijyun_unyou_201806v2.pdf
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※画面はイメージのため、
実際のものと異なる場合があります。

大科目の新規追加
対応する勘定科目の新規追加

３－２．平成30年社会福祉法人・公益法人会計基準一部改正対応
公益法人（２/４）

正味財産増減計算書にかかる科目及び取扱要領 一般正味財産増減の部
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※画面はイメージのため、
実際のものと異なる場合があります。

対応する勘定科目の新規追加

３－２．平成30年社会福祉法人・公益法人会計基準一部改正対応
公益法人（３/４）

正味財産増減計算書にかかる科目及び取扱要領 一般正味財産増減の部

対応する勘定科目の新規追加
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※画面はイメージのため、
実際のものと異なる場合があります。

対応する勘定科目の新規追加

３－２．平成30年社会福祉法人・公益法人会計基準一部改正対応
公益法人（４/４）

正味財産増減計算書にかかる科目及び取扱要領 指定正味財産増減の部

試算表マスタの項目修正
対応する勘定科目の修正
⇒損益がまとまります。
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※画面はイメージのため、
実際のものと異なる場合があります。

公益法人会計基準に基づいて、帳票の項目名称を変更します。
【対応画面】貸借対照表(内訳表)、正味財産増減計算書内訳表、収支内訳表

内容

３－３．平成30年社会福祉法人・公益法人会計基準一部改正対応
公益法人（帳票）

参考資料：
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/other/houreiguideline/siryou/koueki_kaikeikijyun_unyou_201806v2.pdf

平成30年6月15日改正の 「公益法人会計基準」の運用指針 に従います。

内部取引消去
↓

内部取引等消去

https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/other/houreiguideline/siryou/koueki_kaikeikijyun_unyou_201806v2.pdf
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【現行】
・ユーザがログイン画面で入力ミスを5回行った場合、ログイン操作を行ったマシンにログインロックを掛ける。
・ログインロックがかかった場合、会計事務所によるロック解除操作、もしくはロック後1時間経過しなければ、
そのマシンからのログインはいずれのユーザからも不可能になる。

【今回の対応】
・ログイン画面で入力ミスを5回行った場合でも、マシンにログインロックを掛けない設定を行う
画面（パスワード非ロック設定画面）を設ける。

・ログイン非ロック設定画面で、ログインロックを掛けない設定を行った際、
ログイン入力ミスが5回以上あった場合おいて、指定のメールアドレスにその旨を記載したメールを送信する。

⇒ 当対応により、ロック解除における手間がなくなります。
※セキュリティが脆弱になり、不正ログインを招きやすくなるリスクを伴います。

発展会計

ログイン情報を5回以上入力ミス
・会計事務所ID／企業ID
・ユーザID
・パスワード

会計事務所／企業
入力者

ログイン非ロック機能を使用した場合

ログインロックを行いません。
但し、ログインで5回以上入力
ミスがあった場合は、指定メールア
ドレスに通知が届きます。

監視役
メールにより
ログイン失敗の通知を行う

×ログインロック

４．ログイン非ロック対応（システム概要）
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※画面はイメージのため、
実際のものと異なる場合があります。

ログイン非ロック設定（新規）画面のメニューを追加します。
【対応画面】事務所メニュー

内容

４．ログイン非ロック対応

ログイン非ロック設定

「ログイン非ロック設定」ボタンを
追加します。
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※画面はイメージのため、
実際のものと異なる場合があります。

ログイン時、パスワードもしくは企業／会計事務所ID、ユーザIDのいずれかを5回以上間違った場合の
ログインロックを行わない設定を可能にします。
5回以上パスワードを間違えた場合に、メール送信を行います。
【対応画面／新規】ログイン非ロック設定

内容

４．ログイン非ロック対応

ログイン時の入力ミスによるログインロックを
行わない場合はチェックを付けます。
初期状態：チェックなし

5回以上、パスワードを間違えた場合のメール
送信先を設定します。
複数のメールアドレスを設定の際は、カンマ区
切りで指定します。

メール本文には、
ログインに失敗したときのログイン情報を
記載します。
・企業/会計事務所ID
・ユーザID
・日時
・回数（5回以上）


