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  FIS保育料管理システムのご使用に際して、この1章に掲載されている内容を、まずご確認ください。 

1－1. システムを開始する／終了する 

① まずはパソコンの画面上にある「FIS 保育料管理システム」のアイコンをダブルクリック、又は 

同アイコンの上で右クリック後「開く」をクリックします。  

① 「保育料管理メニュー」からシステムを終了する際には「終了」をクリックします。 

1－2. 所属を登録する（所属マスター）

各法人様の法人名、施設名、クラスなどの登録時に使用します。 

① 「マスタ設定」タブをクリックして、「所属マスタ」をクリックします。 

② 「新規 F1」をクリックして、所属情報の入力画面を表示させます。 

※次ページへ続きます。 
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③ 次に以下の項目を入力します。 

◎「※」印の付いた項目は入力必須です。 

④ 入力が終わりましたら、「登録 F1」 

をクリックで保存します。 

① 「マスタ設定」タブをクリックして、「所属マスタ」をクリックします。 

 ② 対象の所属名をクリック後、「修正 F2」を実行して所属情報の編集画面を表示させます。 

 ③ 修正が終わりましたら「登録 F1」をクリックで保存します。 

 ◎「中止 F4」は削除とは異なり、入力途中の内容を保存しない場合などに使用します。 

 ① 「マスタ設定」タブをクリックして、「所属マスタ」をクリックします。 

 ② 対象の所属名をクリック後、「修正 F2」を実行して所属情報の編集画面を表示させます。 

③ 「削除 F2」を実行で「表示のデータを削除します。 よろしいですか？」と表示され、「はい」 

を選択で削除されます。 

コード コードの数字を入力します。（最大 9文字まで入力可能） 

所属名 所属名（法人名／施設名／クラス名など）を入力します。 

（最大 30文字まで入力可能） 

略称 所属名の略称を入力します。（最大 30 文字まで入力可能） 

備考 備考がある場合に入力します。 

集計先 集計先の所属を選択します。 

進級先 進級先の所属を選択します。 

使用停止 対象の所属を使用停止にする場合にはチェックを入れてください。 

所属マスターの修正 

所属マスターの削除 
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1－3. 納付単位を登録・修正する（納付単位）

  各請求時・支給時に使用する計算納付単位を設定するメニューです。 

 ① 「マスタ設定」タブをクリックして、「納 

付単位」をクリックします。 

 ② 「新規 F1」をクリックして、納付単位情 

報の入力画面を表示させます。 

 ③ 次に下記項目を入力します。 

◎「※」印の付いた項目は入力必須です。 

④ 入力が終わりましたら、「登録 F1」をクリックで保存します。 

 既存の納付単位の情報（納付開始日／期限など）を修正したい場合に参考にしてください。 

 ① 「マスタ設定」タブをクリックして、「納付単位」をクリックします。 

 ② 対象の納付単位をクリック後、「修正 F2」を実行して納付単位情報の編集画面を表示させます。 

 ③ 修正が終わりましたら「登録 F1」をクリックで保存します。 

 ◎「中止 F4」は削除とは異なり、入力途中の内容を保存しない場合などに使用します。 

 ① 「マスタ設定」タブをクリックして、「納付単位」をクリックします。 

 ② 対象の納付単位をクリック後、「修正 F2」を実行して納付単位情報の編集画面を表示させます。 

 ③ 「削除 F2」を実行で「表示のデータを削除します。 よろしいですか？」と表示され、「はい」 

を選択で削除されます。 

種別 設定する納付単位が請求用か支給用かを選択します。 

コード 納付単位のコード番号を入力します。（最大 5文字まで入力可能） 

納付単位名 納付単位の名称を入力します。（最大 30 文字まで入力可能） 

略称 納付単位の略称を入力します。（最大 15 文字まで入力可能） 

処理日 対象の納付単位の処理日付を入力します。 

納付開始日 対象の納付単位の納付を開始する日付を入力します。 

納付期限 対象の納付単位の納付期限とする日付を入力します。 

※納付開始日より前に設定することは出来ません。 

納付単位の新規登録 

納付単位の修正 

納付単位の削除 
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1－4. 費目を登録・修正する（費目マスタ）

  請求／支給計算に使用する費目を登録・修正する方法を解説しています。 

 ① 「マスタ設定」タブをクリックして、「費目 

マスタ」をクリックします。 

 ② 「新規 F1」をクリックして、費目情報の 

入力画面を表示させます。 

 ③ 次に下記項目を入力します。 

◎「※」印の付いた項目は入力必須です。 

④ 入力が終わりましたら、「登録 F1」をクリックで保存します。 

 既存の費目の情報を修正したい場合に参考にしてください。 

 ① 「マスタ設定」タブをクリックして、「費目マスタ」をクリックします。 

 ② 対象の費目をクリック後、「修正 F2」を実行して費目情報の編集画面を表示させます。 

 ③ 修正が終わりましたら「登録 F1」をクリックで保存します。 

 ◎「中止 F4」は削除とは異なり、入力途中の内容を保存しない場合などに使用します。 

① 「マスタ設定」タブをクリックして、「費目マスタ」をクリックします。 

 ② 対象の費目をクリック後、「修正 F2」を実行して費目情報の編集画面を表示させます。 

 ③ 「削除 F2」を実行で「表示のデータを削除します。 よろしいですか？」と表示され、「はい」 

を選択で削除されます。 

コード 費目のコード番号を入力します。（最大 5文字まで入力可能） 

費目名 費目の名称を入力します。（最大 15 文字まで入力可能） 

略名 費目の略称を入力します。（最大 10 文字まで入力可能） 

費目種別 請求費目か支給費目かを選択します。 

費目の新規登録 

費目の修正 

費目の削除 

FIS  Financial Information System 
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1－5. 請求／支給用の費目パターンを登録・修正する（費目パターン）

 請求／支給のための費目マスタと金額の構成をパターンとして登録します。 

 ① 「マスタ設定」タブをクリックして、「費目 

マスタ」をクリックします。 

 ② 「新規 F1」をクリックして、費目パター 

ンの入力画面を表示させます。 

 ③ 各項目を入力します。 

 ◎「※」印の付いた項目は入力必須です。 

 ④ 費目のパターン構成を設定します。 

   左欄の「費目リスト」から請求費目（or支給費目）パターンの構成に含める費目を選択し 

ボタンをクリックして、右欄の抽出費目に移動します。 

 ⑤ 次に、抽出した費目の金額欄に請求金額（or 支給金額）を入力します。 

⑥ 入力が終わりましたら、「登録 F1」をクリックで保存します。 

◎ ここで登録した各費目の金額は、各園児の情報として反映されます。 

各園児により、異なる金額を持たせる場合には「園児単価」（P19 参照）で設定を行います。 

コード 費目パターンのコード番号を入力します。（最大 3文字まで入力可能） 

費目パターン名 費目パターンの名称を入力します。（最大 15 文字まで入力可能） 

種別 請求費目か支給費目かを選択します。 

備考 備考があれば入力します。 

費目パターンの新規登録 
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既存の費目パターンの内容を修正したい場合に参考にしてください。 

① 「マスタ設定」タブをクリックして、「費目パターン」をクリックします。 

 ② 対象の費目パターンをクリック後、「修正 F2」を実行して費目パターンの編集画面を表示します。 

 ③ 修正が終わりましたら「登録 F1」をクリックで保存します。 

 ◎「中止 F4」は削除とは異なり、入力途中の内容を保存しない場合などに使用します。 

 ① 「マスタ設定」タブをクリックして、「費目パターン」をクリックします。 

 ② 対象の費目パターンをクリック後、「修正 F2」を実行して費目パターンの編集画面を表示します。  

 ③ 「削除 F2」を実行で「表示のデータを削除します。 よろしいですか？」と表示され、「はい」 

を選択で削除されます。 

1－6. 所属毎に費目を設定する（所属学費パターン）

 各所属に「1-5.請求／支給用の費目パターンを登録・修正する」で設定した費目を結び付けるのが 

「所属学費パターン」メニューになります。 

 ① 「マスタ設定」タブをクリックして、「所 

属学費パターン」をクリックします。 

 ② 「新規 F1」をクリックして、所属学費 

パターンの入力画面を表示させます。 

 ③ 次に所属項目内にある参照タブクリッ 

クにより、所属リストを表示し選択し 

ます。 

続いて所属パターン名称を入力します。 

   ※備考に記入したい内容があれば入力 

します。 

 ④ 画面下にある「新規」ボタンをクリックします。 「請求」「支給」「臨時徴収」の中から学費パ 

ターンを追加したい用途を選択します。 

所属学費パターンの新規登録 

費目パターンの修正 

費目パターンの削除 
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 ⑤ 次に納付単位を設定します。 

項目内にある参照タブクリックにより 

表示させた、納付単位マスタから選択し 

ます。 

※先に納付単位マスタの登録が必要です。    

（P5 1-3 参照） 

 ⑥ 費目パターンを設定します。 

項目内にある参照タブクリックにより 

表示させた、費目パターンから選択し 

ます。 

※先に費目パターンの登録が必要です。    

（P7 1-5 参照） 

 ⑦ 各納付単位と費目パターンの結合の設 

   定が済みましたら「登録 F1」をクリ 

ックで保存します。 

 ① 「マスタ設定」タブをクリックして、「所属学費パターン」をクリックします。 

 ② 対象の所属学費パターンをクリック後、「修正 F2」を実行して費目パターンの編集画面を表示さ 

せます。 

 ③ 修正が終わりましたら「登録 F1」をクリックで保存します。 

 ◎「中止 F4」は削除とは異なり、入力途中の内容を保存しない場合などに使用します。 

 ① 「マスタ設定」タブをクリックして、「所属学費パターン」をクリックします。 

 ② 対象の所属学費パターンをクリック後、「修正 F2」をクリックして、を実行して費目パターンの 

   編集画面を表示させます。 

 ③ 「削除 F2」を実行で「表示のデータを削除します。 よろしいですか？」と表示され、「はい」 

を選択で削除されます。 

   以上の①～⑦までの作業は所属ごとに行う必要があります。 

   未設定の所属では請求額／支給額の計算は出来ませんのでご注意ください。 

注意

所属学費パターンの修正 

所属学費パターンの削除 
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1－7. 法人の請求用／支給用口座を登録する（学園口座情報設定）

 保育料の請求時、支給時に使用する口座情報を登録に関して解説します。 

① 「マスタ設定」タブをクリックして、「学園口座情報設定」をクリックします。 

② 「新規 F1」をクリックして、学園口座情報の入力画面を表示させます。 

③ 各項目を入力します。 

④ 入力が終わりましたら、「登録 F1」をクリックで保存します。 

① 「マスタ設定」タブをクリックして、「学園口座情報設定」をクリックします。 

② 対象の口座をクリック後、「修正 F2」を実行して口座情報の編集画面を表示させます。 

③ 修正が終わりましたら「登録 F1」をクリックで保存します。 

コード 口座情報のコード番号を入力します。（最大 2文字まで入力可能） 

学園口座名 学園口座の名称を入力します。（最大 20文字まで入力可能） 

類別 預金口座が銀行か郵便局かを選択します。 

貯金記号／貯金番号 口座種類が郵便局の場合に入力します。 

銀行／支店 銀行と支店をそれぞれ選択し入力します。 

口座番号 預金口座の番号を入力します。 

口座名義 預金口座の名義人名を漢字で入力します。 

口座名義（カナ） 預金口座の名義人名をカナ文字で入力します。 

委託者コード／委託者名 預金口座が銀行の場合に入力します。 

事業主番号 預金口座が郵便局の場合に入力します。 

事務センターコード 預金口座が郵便局の場合に入力します。 

事業者名カナ 預金口座が郵便局の場合に入力します。 

種別コード（自動引落） 預金口座が郵便局の場合に入力します。 

種別コード（支給） 預金口座が郵便局の場合に入力します。 

学園口座情報の新規登録 

学園口座情報の修正 
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① 「マスタ設定」タブをクリックして、「学園口座情報設定」をクリックします。 

② 対象の口座をクリック後、「修正 F2」を実行して口座情報の編集画面を表示させます。 

③ 「削除 F2」を実行で「表示のデータを削除します。 よろしいですか？」と表示され、「はい」 

を選択で削除されます。 

1－8. 保育料『基準単価』の登録までの作業

 認定区分、保育時間、世帯階層、多子区分により保育料の基準単価が決まります。 

 ここでは、システムで保育料の基準単価を判断する上で必要な、各市町村の基準単価を設定するため 

 の手順について、幾つかの具体的なケースを想定して説明します。 

※市町村によっては、毎年、基準単価が変更になる場合があります。その場合にはこちらを参考に作 

業を行ってください。 

 （１）市の世帯階層が増えた場合 

   まずは「11.世帯階層区分マスタ」で必要な階層を新規で登録します。 

   ① 次に「13.市町村・認定区分・保育時間・世帯階層パターン」に入ります。 

    「修正 F2」をクリック、世帯階層を追加する市町村、認定区分、保育時間を選択した上で、 

今回追加する世帯階層を選択します。 

   ②   をクリックすると下のリストに 

追加されます。 

最後に「登録 F1」をクリックします。  

 （２）保育料の基準単価が変更になった場合 

   ① 「15.市基準単価設定」に入ります。 

   ② 市町村、認定区分、保育時間を選択して「編集 F2」 

をクリックすると世帯階層、年齢、多子区分によって 

現在登録されている基準単価表が表示されます。 

学園口座情報の削除 

FIS  Financial Information System 
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   ③ 各区分の金額を入力していきます。入力後は「登録 F1」をクリックしてください。 

  以上の作業は、主に年度初めに行うことになります。 

新年度の階層及び基準単価の変更については、年次更新後に新年度に切り替えてから作業を行いま 

す。 くれぐれも、年度を間違えないようご注意ください。 

1－9. 処理年度の切り替え（処理年度）

 ここでは、現在のデータの他に過去の年度の請求データが存在する場合に、データを切り替えて帳票 

 の印刷や学生、請求額の確認などを行うための機能を説明します。 

 ① 保育料管理システムの画面左上 

  の「処理年度」には現在使用中の年 

  度が表示されます。 

 ② 年度の切り替え時には「処理年 

度」枠内右のボタンをクリックで   

既存の年度リストが表示されます。 

ここで対象の年度を選択して下さ 

い。 

 ③ 以上で処理年度の切り替えは完 

了です。 

※「処理年度の切り替え」は新しい年度データの作成を行う「次年度準備」の「年次繰越処理」とは 

異なりますのでご注意ください。 

（「年次繰越処理」については P41 第６章．次年度データ作成処理をご参照下さい。） 

1－10. データのバックアップを行う（バックアップ）

 保育料のデータが入っているパソコンが故障するなどした場合に備えて、データのバックアップは定 

期的に外部メディアに取っておくようにして下さい。 

ここでは、バックアップの方法をご説明します。 

※あくまでもデータがあるパソコン（あるいはサーバー）でしかバックアップは出来ません。 

① まずは「USB メモリー」や「CD-R」 

などの外部メディアをパソコンに挿 

し込みます。 

② 「システム設定メニュー」の「バ 

ックアップ」をクリックします。 

FIS  Financial Information System 

FIS
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③ バックアップ画面内の保存先参照タブをクリックし、外部記憶媒体を指定します。 

 ※ 例：USB メモリー（Eドライブ）を接続時 ⇒ 「E:\」 

④③でバックアップ先を指定した後、「ＯＫ」をクリックで実行されます。 

FIS  Financial Information System 
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  新入園児、在園児の情報を登録・修正する際に不明な点がありましたら、この 2章に掲載されてい 

る内容を、まずご確認ください。 

2－1. 園児情報を新しく登録する 

① まず「メイン」メニュータブをクリックします。  

次にメニュー「園児情報」をクリックします。 

② 「新規 F1」をクリックします。 

 ③ 下記の入力項目を入力します。 

支給認定証番号 支給認定証番号を入力します。 

氏名 園児の氏名を入力します。（最大 20 文字まで入力可能） 

※入力すると下段の名前にも反映されます。 

フリガナ 氏名入力で自動的に入力されます。 直接入力することも可能です。 

（最大 20文字まで入力可能） 

所属 所属を選択します。 ※予め所属マスターへの登録が必要です。（P3 参照） 

性別 性別を選択します。 

生年月日 生年月日を入力します。 平成であれば「H」をまず入力してください。 

※年齢は生年月日より自動的に計算されます。 

在籍区分 在籍状況を選択します。 

入退日付 入園日を入力します。※一緒に、理由は「入園」を選択してください。 

市町村 支給認定を受けている市町村を選択します。 

認定区分 認定区分を選択します。 

FIS
Financial

Inform
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System
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 ※「障がい区分」、「バス利用者」など【グループ】に選択項目がある場合には、そちらも登録する必 

要があります。 

④ 以上が基本情報の入力項目となります。 上記の内容を入力後、「登録 F1」をクリックで保存さ 

れます。 

   ※「口座情報の登録」は次項で解説します。 

① 園児情報入力画面の上部の「口座情報」タブ 

をクリックします。 

 ② 次に、表示された口座情報登録画面内にて 

「新規」をクリックします。 

 ③ 表示された口座情報入力画面内、各項目の 

入力を行います。 

 ④ まず「銀行／郵便局」のどちらかを選択しま 

す。 

保育時間 保育時間を選択します。 

世帯階層 世帯階層を選択します。 

多子区分 多子区分を選択します。 

住所 電話番号を入力します。 

E-MAIL メールアドレスを入力します。 

電話番号 電話番号を入力します。 

ＦＡＸ FAX 番号を入力します。 

携帯番号 携帯電話の番号を入力します。 

備考 各生徒の備考を入力します。 

FIS  Financial Information System 

FIS
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●銀 行 

●郵便局 

 ⑤ 各項目の入力後、「ＯＫ」をクリックします。 次に「登録 F1」をクリックで登録完了とな 

ります。 

 ① 園児情報編集画面内、「保護者」タブをクリ 

ックします。 

 ② 各情報を入力します。 その際、「本人住所 

   コピー」をクリックすると本人に登録した 

   住所と同様のものを持ってきます。 

 ③ 各情報の入力後、「登録 F1」をクリックで 

   保存します。 

※保護者情報は 2名分まで登録可能です 

銀行 項目右のボタンのクリックにより表示された銀行一覧の中から選択します。

支店 項目右のボタンのクリックにより表示された支店一覧の中から選択します。

口座番号 引き落とし口座番号を入力します。 

預金種目 預金種目を選択します。 

口座名義（漢字） 口座名義を漢字で入力します。 

口座名義（カナ） 口座名義をカナ文字で入力します。 

学園口座 学校側の口座を項目右のボタンのクリックにより表示された口座一覧の中

から選択します。 

請求／支給 口座が請求用か支給用かの選択をします。 

銀行 項目右のボタンのクリックにより表示された銀行一覧の中から選択します。

支店 項目右のボタンのクリックにより表示された支店一覧の中から選択します。

貯金記号 郵便局指定の貯金記号を入力します。 

貯金番号 郵便局指定の貯金番号を入力します。 

口座番号 引き落とし口座番号を入力します。 

預金種目 預金種目を選択します。 

口座名義（漢字） 口座名義を漢字で入力します。 

口座名義（カナ） 口座名義をカナ文字で入力します。 

学園口座 学校側の口座を項目右のボタンのクリックにより表示された口座一覧の中

から選択します。 

請求／支給 口座が請求用か支給用かの選択をします。 

FIS
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2－2. 園児情報を検索する（園児一覧） 

 園児情報の編集を行う場合に使用する検索機能について解説します。 

① まず「メイン」メニュータブをクリックしま   

す。  

次にメニュー「園児一覧」をクリックします。 

 ② 画面上部にある「氏名・仮名フィルタ」項目 

  内に検索対象者の氏名を入力します。 

 ③ 検索対象者氏名に該当者がいれば画面に表示されます。 

 ◎「たたむ」「戻す」・・・園児情報画面の表示幅を増やすために「たたむ」で所属選択枠を非表示に 

する事が出来ます。 元に戻す場合「戻す」を実行します。 

① まず「メイン」メニュータブをクリックしま 

す。 

次にメニュー「園児一覧」をクリックします。 

 ② 画面左の「所属」をクリックします。 

  ※所属が不明な場合は最上層の所属をクリック 

 ③ 次に画面上の「検索条件」タブをクリックし 

ます。 検索条件の入力画面が表示されます。 

●検索条件 

支給認定証番号 支給認定証番号で抽出します。 

性別 性別で抽出します。 

生年月日 生年月日で抽出します。 

住所 住所で抽出します。 

在籍区分 在籍区分で抽出します。 

入学年月日 入学年月日で抽出します。 

卒退年月日 卒退年月日で抽出します。 

基準日の判定 在籍基準日を基に抽出します。 

市町村 支給認定を受けている市町村で抽出します。 

認定区分 認定区分で抽出します。 

請求方法 請求方法で抽出します。 

支給方法 支給方法で抽出します。 

保護者氏名／ｶﾅ 保護者氏名で抽出します。 

園児口座名義／ｶﾅ 園児口座名義で抽出します。 

検索方法①‐氏名 

検索方法②‐その他条件で検索する方法 

FIS  Financial Information System 
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④ 抽出条件を入力後、「検索開始」ボタンをクリックすると条件に合致する対象者が表示されます。 

   ※該当者がいない場合には何も表示されません。 

2－3. 園児情報を修正する／削除する（園児一覧） 

① 前項で説明した検索方法により表示された 

学生名の上で右クリックして、カーソルを 

持ってきます。（青く反転します。） 

② 次にその状態でダブルクリックを行い、 

学生情報の修正画面を表示させます。 

③ 画面内で修正などの編集作業を終えました 

ら、「登録 F1」をクリックで保存します。 

①  削除対象の園児情報修正画面内を表示させ、「削除 F2」をクリックします。  

②  「表示のデータを削除します。 よろしいですか？」という表示で「はい」を選ぶと対象の園 

児情報が削除されます。 

① 園児情報入力画面の上部の「口座情報」タブ 

をクリックします。 

②  次に、表示された口座情報登録画面内にて 

 対象口座をクリック（青く反転します。）した 

後「削除」をクリックします。 

 「選択している園児口座情報を削除しますか。」 

と表示されるので「はい」を選択します。 

③ 「登録 F1」で修正内容が登録されます。 

園児口座番号／郵

便貯金番号 

園児の口座番号で抽出します。※郵便局の場合、郵便貯金番号です。 

備考 備考に登録している文字で抽出します。 

障がい区分 障がい区分の該当有無で抽出します。 

バス利用者 バス利用者の該当有無で抽出します。 

園児情報‐口座情報の削除 

園児情報‐園児情報の修正 

FIS  Financial Information System 
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2－4. 所属クラスを移動する（園児一覧） 

 既存の生徒を同じ法人内で別のクラス、園へと移動させる際に使用します。 

①  園児一覧より対象の生徒を検索して、園児情報修正画面を表示させます。（P16 参照） 

②  次に「所属」項目右のタブをクリックで表示された所属リストより、移動先の所属に変更します。 

③  修正作業が終わりましたら、「登録 F1」をクリックで保存します。 

2－5. 園児の退園処理（園児一覧）

 ① 園児一覧より対象の生徒を検索して、園児情報修正画面を表示させます。 

② 次に「在籍区分」項目右のボタンをクリックして「退園」を選択します。 

 ③ さらに退園日を入力します。 

 ④ 修正作業が終わりましたら「登録 F1」をクリックで保存します。 

園児情報‐所属クラスの移動時 

園児情報‐生徒状況を退園に変更する 

FIS
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  各月の請求額の計算処理に関して不明な点がありましたら、この 3 章に掲載されている内容を、ま

ずご確認ください。 

3－1. 各園児に単価を設定する（園児単価） 

請求額／支給額の計算の基となる単価を各園児で個別に持つ事が出来ます。 

ここで設定された各園児の費目金額は請求時／支給時の計算に使用されます。 

① まず「メイン」メニュータブをクリックします。 次にメニュー「園児単価」をクリックします。 

 ② 対象の園児氏名を「氏名・カナ検索」欄に入力します。 これで対象の園児のみ抽出されます。 

 ③ 金額欄の数字をクリックして各費目の数字を入力します。 

 ④ 各費目金額の入力後、「登録 F1」をクリックで保存します。 

  同額の費目金額を複数の園児に登録するのに便利な機能を解説します。 

 ① まず「メイン」メニュータブをクリックします。 次にメニュー「園児単価」をクリックします。 

 ② 全園児の金額を一括で入力する場合には、所属で最上階層をクリックして園児情報が表示された 

状態で「全て選択 F2」をクリックします。 

※「全て選択 F2」とは「画面内に表示された園児全てを選択する」という機能になります。 

 ③ 次に画面上の「費目」の指定、一括設定枠内の「金額」を入力します。 

   そして同枠内の「一括更新」ボタンをクリックで金額が反映されます。 

 ④ 最後に「登録 F1」をクリックで保存します。 

FIS
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３章．請求金額の計算管理
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 ここでは画面内に表示された園児の内、指定した複数の園児にのみ同金額を登録させたい場合に使用 

 する機能を解説します。 

 ① まず「メイン」メニュータブをクリックします。 次にメニュー「園児単価」をクリックします。 

 ② 一括で設定したい所属をクリック後、画面上の「費目」の指定後、表示された園児情報の画面上 

   でマウスでドラッグして青く反転させます。  

 ③ マウスでドラッグして範囲指定した後、「選択行のみ選択 F3」をクリックします。 

   すると上記の画面のように「選択」欄にチェックマークが入ります。 

※範囲指定したい園児情報を 1つ空けて選択したい場合にはキーボード「Ctrl」キーを押した状 

    態でクリック（Or ドラッグ）します。 

 ④ 次に画面上の一括設定枠内の「金額」を入力します。 

   そして同枠内の「一括更新」ボタンをクリックで金額が反映されます。 

 ⑤ 最後に「登録 F1」をクリックで保存します。 

◎ 「全て未選択 F4」・・・画面内の全ての園児を選択した状態を解除する場合に使用します。 

◎ 「選択行のみ解除 F5」・・・「選択」欄にチェックの入っている状態の園児のみ解除する場合に使 

用します。 

各園児に請求額を設定する（画面内の複数の園児に一括で設定する）

「保育料」会計太郎～加藤彰浩までをド

ラッグして範囲指定した状態です。

（青く反転します。）

FIS  Financial Information System 
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3－2．請求額の計算を行う（請求管理） 

 前項で設定した単価を元にして請求額を計算するのが請求管理メニューです。 

 ① まず「メイン」メニュータブをクリックしま 

   す。 次にメニュー「請求管理」をクリック 

   します。 

 ② 計算を掛けたい納付単位の上でダブルクリ 

   ックします。 

   「選択された納付単位の保育料を計算します。  

   よろしいですか？」と表示されるので、 

   「はい」を選択します。  

   これで一括計算を行います。 

 ※以上の作業で請求額の計算がされた状態になります。 

 ※請求ＦＤの作成は P23 「3-5.請求 FD の作成」を参照してください。 

3－3．未計算園児の請求額の計算を行う（請求管理） 

 一括計算が済んだ後、途中入園などでまだ未計算である園児の請求を掛けたい場合に参考にしてく 

ださい。 

 ① まず「メイン」メニュータブをクリックします。 次にメニュー「請求管理」をクリックします。 

 ② 計算を掛けたい納付単位の上でダブルクリックします。 

※次ページに続きます。 

納付ＣＤ マスタの納付単位で設定したコード番号です。 

納付単位 マスタの納付単位で設定した納付単位です。 

処理日 マスタの納付単位で設定した処理日です。 

対象者 計算対象人数を表しています。 

未請求 請求額の計算後、まだ請求済みにしていない園児の人数を表しています。 

未納 請求済み金額に対して入金が「0円」の園児が対象となります。 

入金不足 請求済み金額に対して入金が「1円以上」あり、全額は入金していない園児が対

象となります。 

完納 請求済み金額に対して満額入金されている園児が対象となります。 

過剰入金 請求済み金額より入金額の方が多くなっている園児が対象となります。 

請求額を計算する 

請求管理の各区分の見方について 

未計算の園児の請求額を計算する 

FIS  Financial Information System 
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 ③ 請求一覧画面が表示されます。 次に画面上の「未計算者計算」をクリックします。 

 ④ 未計算園児のリストが表示されるので、その中から計算対象の園児を選択します。 

 ⑤ 園児を選択後、「ＯＫ」をクリックで「選択された未計算園児の請求額を計算します。  

  よろしいですか？」で「はい」を選択します。 これで計算を行います。 

3－4．請求額の変更作業（請求管理／園児単価） 

 請求額の計算後に金額を変更したい時に使用する機能です。 

 ここでは請求管理メニュー、園児単価メニューの二つのパターンでの変更の仕方について解説します。 

① 請求額計算後の請求一覧を表示させます。 

② 対象の園児の所属をクリック後、表示された園児を指定してダブルクリックします。 

   これで対象の園児の請求明細が表示されます。 

請求額を変更する（請求管理）

FIS  Financial Information System 
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③ 請求明細内で「修正 F2」をクリックして、金額の編集状態にします。 これで各費目の 

金額を変更していきます。 

 ④ 変更終了後は「登録 F1」で保存します。 

※請求一覧画面上では、変更した園児情報のみ文字が青色で表示されます。 

   ※請求一覧の修正欄にチェックが入ります。 

① 請求額計算後、「メイン」メニュータブをク 

   リックします。 次にメニュー「園児単価」 

  をクリックします。 

 ② 園児単価での金額変更の仕方については 

（P19 「3-1.各園児に単価を設定する」）を参 

照してください。 

 ③ 金額変更後、メニュー「請求管理」をクリッ 

クして、対象の納付単位の請求一覧を表示さ 

せます。 

 ④ 対象の園児の所属をクリック後、表示された園児をクリックして「選択行のみ選択 F3」あるい 

は選択欄をクリックでチェックを入れます。 

 ⑤ 画面上にある「再計算（選択園児のみ）」をクリックで再計算を行います。 

※園児単価で設定した金額で計算されます。 

    ※請求明細での金額変更時とは異なり、変更した園児情報が青色で表示されることはありません。 

 ⑥ 再計算後は「登録 F1」をクリックで保存します。 

3－5．請求計算の後に区分、階層、所属を変更する（請求時区分変更ほか） 

  請求額を計算した後に園児一覧（園児情報）で園児の区分、階層、所属を変更した場合、次の方法で、

それらの情報を請求情報に反映させることが出来ます。 

 ① まず「メイン」メニュータブをクリックします。 次にメニュー「請求時区分変更」をクリック 

します。 

 ② 変更したい請求納付単位を選択して「入力 F1」をクリックします。（例：6 月分であれば 6月分を） 

請求額を変更する（園児単価）
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③ 請求時区分変更画面内で対象の園児を検索し、≪変更前≫と≪変更後≫の階層、区分を確認しま 

す。 

※変更前＝選択している請求納付単位における区分。 変更後＝園児情報で変更した最新の区分。 

 ④ ≪変更後≫の区分、階層に変更でよろしければ選択欄にチェックを付加。そして「登録 F1」を 

  クリックします。 

① まず「メイン」メニュータブをクリックします。 次にメニュー「請求時所属変更」をクリック 

します。 

 ② 変更したい請求納付単位を選択 

して「入力 F1」をクリックします。   

（例：6月分であれば 6月分を） 

③ 請求時所属変更画面内で対象の 

園児を検索し、≪請求時≫と≪変 

更後≫の所属（クラス）を確認し 

ます。 

※変更前＝選択している請求納付単位における所属。 

                 変更後＝園児情報で変更した最新の所属。 

メニュー【請求時所属変更】で所属を変更

FIS  Financial Information System 
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3－6．請求ＦＤの作成（請求ＦＤ作成） 

 請求額の計算が済み、口座引き落とし用の FDデータを作成する場合に参考にしてください。 

 ① まず「メイン」メニュータブをクリックしま 

す。 次にメニュー「請求 FD 作成」をクリ 

ックします。 

 ② FD データ作成対象（請求管理－請求一覧で 

請求方法が「自動引落」の園児）の納付単位 

をクリックします。 

※自動引落の日付は初期値として納付単位 

マスタ設定時の日付を持ってきます。 

 ③ 学園口座を選択します。 項目内右のタブをクリックで表示される口座リストから選択します。 

 ④ 請求 FD のデータファイルの出力先（作成される場所）を指定します。 

   項目右のタブをクリックで出力先を指定し、ファイル名を指定します。 

※例：ローカルディスク（Ｃ）の直ぐ下に作成する場合 →「C:\seikyuu.txt」 

※出力先情報を残したい場合には「このデータ作成先を初期値として記憶」にチェックを入れる。 

 ⑤ 「FD に出力された対象者は請求済みとする」にチェックを入れます。 

   次に「改行マークを付加する」にチェックを入れます。 

 ⑥ FD 作成条件を全て設定したら「実行 F1」をクリックで、データを出力します。 

※⑤で設定したように FD データ作成と同時に対象者分の請求状態は「請求済」になります。 

請求 FD 作成方法について（オプション機能の紹介） 

  ◎兄弟で在園されている場合には『口座情報が同一の場合にグループ化する』という作成方法も行 

   うことが可能です。 

  ◎前月までの請求に対して未納金額がある場合には、その分を含めて請求を掛けることも可能です。 

 ⇒以上の請求方法を使用したい場合には当社までご連絡ください。 

3－7．手動で個別に請求を掛ける／請求を解除する（請求管理） 

 自動引落ではなく現金での請求を行う園児がいる場合には、手動で請求を掛けることが出来ます。 

① まず「メイン」メニュータブをクリックします。 次にメニュー「請求管理」をクリックします。 

 ② 次に対象の請求納付単位をダブルクリックして、請求一覧を表示させます。 

請求ＦＤデータを作成する 

手動で請求済み状態にする（園児個別に）

FIS
 Financial

Inform
ation

System
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 ③ 対象の園児の所属をクリックし、表示された園児の請求情報をクリックします。（青く反転しま 

す。） 

 ④ 「選択行のみ選択 F1」をクリックした後、 

画面上の「請求済処理」をクリックで実行し 

ます。 

   「選択された園児を請求済みに更新します。  

よろしいですか？」と表示されるので「はい」 

を選択すると「請求済状態」になります。 

 ⑤ 「登録 F1」をクリックで今回の請求の状態 

を保存します。 

◎ 請求方法変更・・・請求方法を変更することが出来ます。（納付単位ごとに変更出来ます。） 

※ここで「自動引落」になっていない園児の請求分は、この納付単位月分の 

「請求 FD」には含まれません。 

 ① まず「メイン」メニュータブをクリックします。 次にメニュー「請求管理」をクリックします。 

 ② 次に対象の請求納付単位をダブルクリックして、請求一覧を表示させます。 

 ③ 対象の園児の所属をクリックし、表示された園児の請求情報をクリックします。（青く反転しま 

す。） 

 ④ 「選択行のみ選択 F1」をクリックした後、画面上の「請求済解除」をクリックで実行し 

ます。 「選択された園児の請求済みを解除します。 よろしいですか？」と表示されるので 

「はい」を選択すると「請求済み」の解除が実行されます。 

 ⑤ 「登録 F1」をクリックで今回の請求済み解除への変更を保存します。 

3－8．請求データの削除（請求管理） 

 誤って計算を掛けてしまった園児の請求データを削除する場合に使用する機能です。 

 ① まず「メイン」メニュータブをクリックしま 

す。 次にメニュー「請求管理」をクリック 

します。 

 ② 次に対象の請求納付単位をダブルクリックし 

て、請求一覧を表示させます。 

請求データを削除する 

請求済み状態を解除する

FIS  Financial Information System 
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 ③ 対象の園児の所属をクリックし、表示された 

園児の請求情報をクリックします。（青く反 

転します。） 

 ④ 「選択行のみ選択 F1」をクリックした後、画面上にある「削除」ボタンをクリックします。 

   「選択した対象者の学費情報を削除します。 よろしいですか？ 既に請求済の学費情報に対し 

てはこの処理をおこなえません。」と表示されるので「はい」を選択します。 

 ⑤ 「登録 F1」をクリックで今回の請求データの削除処理を保存します。 

メッセージにあるように請求済の学費情報（請求情報）に関しては、一度請求済みの 

解除を行ってから上記の④の処理を実行してください。 

注意

FIS
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  各月の支給額の計算処理に関して不明な点がありましたら、この 4 章に掲載されている内容を、ま

ずご確認ください。 

4－1. 支給額の計算を行う（支給管理） 

計算前に支給額計算の基となる単価を「園児単価」で設定してください。 

※「3-1.各園児に単価を設定する」参照 

 ① まず「メイン」メニュータブをクリックしま 

   す。 次にメニュー「支給管理」をクリック 

   します。 

 ② 計算を掛けたい納付単位の上でダブルクリ 

   ックします。 

   「選択された納付単位の支給額を計算します。  

   よろしいですか？」と表示されるので、 

   「はい」を選択します。  

   これで一括計算を行います。 

納付ＣＤ マスタの納付単位で設定したコード番号です。 

納付単位 マスタの納付単位で設定した納付単位です。 

処理日 マスタの納付単位で設定した処理日です。 

対象者 計算対象人数を表しています。 

未支給 支給額の計算後、まだ支給済みにしていない園児の人数を表しています。 

支給済 支給額の計算後、既に支給済みの園児が対象となります。 

FIS
Financial

Inform
ation

System
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4 章．支給金額の計算・管理

支給額を計算する 

支給管理の各区分の見方について 
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4－2．未計算園児の支給額の計算を行う（支給管理） 

 一括計算が済んだ後、途中入学（入園）などでまだ未計算である園児の支給を掛けたい場合に参考に 

 してください。 

 ① まず「メイン」メニュータブをクリックします。 次にメニュー「支給管理」をクリックします。 

 ② 計算を掛けたい納付単位の上でダブルクリックします。 

 ③ 支給一覧画面が表示されます。 次に画面上の「未計算者計算」をクリックします。 

 ④ 未計算園児のリストが表示されるので、その中から計算対象の園児を選択します。 

 ⑤ 園児を選択後、「ＯＫ」をクリックで「選択された未計算園児の支給額を計算します。  

よろしいですか？」で「はい」を選択します。 これで計算を行います。 

4－3．支給額の変更作業（支給管理／園児単価） 

 支給額の計算後に金額を変更したい時に使用する機能です。 

 ここでは支給管理メニュー、園児単価メニューの二つのパターンでの変更の仕方について解説します。 

① 支給額計算後の支給一覧を表示させます。 

 ② 画面上の「費目金額変更」をクリックします。 

③ 変更方法には 2つの方法があります。対象人数などによって以下のように行って下さい。 

○費目の個別変更 

支給費目修正画面が表示されるので、画面上の「費目」を指定後、選択対象園児の費目金額を 

修正します。 

未計算の園児の支給額を計算する 

支給額を変更する（支給管理）

FIS  Financial Information System 
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○費目の一括変更 

対象園児が複数いる場合には、まず画面上の「費目」を指定します。 

次に各園児の選択欄へのチェックを行い、その後画面上の一括更新欄内で金額を入力した後 

「一括更新」を実行します。 

 ④ 変更終了後は「登録 F1」で保存します。 

※支給一覧画面上では、変更した園児情報のみ文字が青色で表示されます。 

   ※支給一覧の修正欄にチェックが入ります。 

① 支給額計算後、「メイン」メニュータブをクリックします。 次にメニュー「園児単価」をクリ 

ックします。 

 ② 園児単価での金額変更の仕方については 

（P19「3-1.各園児に単価を設定する」）を参照 

してください。 

 ③ 金額変更後、メニュー「支給管理」をクリック 

して、対象の納付単位の支給一覧を表示させま 

す。 

 ④ 支給額再計算の対象とする園児の選択欄にチェックを入れます。 

 ⑤ 画面上にある「再計算（選択園児のみ）」をクリックで再計算を行います。 

※園児単価で設定した金額で計算されます。 

   ※支給費目修正画面での金額変更時とは異なり、変更した園児情報が青色で表示されることはあ 

りません。 

 ⑥ 再計算後は「登録 F1」をクリックで保存します。 

支給額を変更する（園児単価）
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4－4．支給ＦＤの作成（支給ＦＤ作成） 

 支給額の計算が済み、口座引き落とし用の FDデータを作成する場合に参考にしてください。 

 ① まず「メイン」メニュータブをクリックしま 

す。 次にメニュー「支給 FD 作成」をクリ 

ックします。 

 ② FD データ作成対象（支給管理－支給一覧で 

支給方法が「自動引落」の園児）の納付単位 

をクリックします。 

※自動引落の日付は初期値として納付単位 

マスタ設定時の日付を持ってきます。 

 ③ 学園口座を選択します。 項目内右のタブをクリックで表示される口座リストから選択します。 

 ④ 支給 FD のデータファイルの出力先（作成される場所）を指定します。 

   項目右のタブをクリックで出力先を指定し、ファイル名を指定します。 

※例：ローカルディスク（Ｃ）の直ぐ下に作成する場合 →「C:\sikyuu.txt」 

※出力先情報を残したい場合には「このデータ作成先を初期値として記憶」にチェックを入れる。 

 ⑤ 「FD に出力された対象者は支給済みとする」にチェックを入れます。 

   次に「改行マークを付加する」にチェックを入れます。 

 ⑥ FD 作成条件を全て設定したら「実行 F1」をクリックで、データを出力します。 

※⑤で設定したように FD データ作成と同時に対象者分の支給状態は「支給済」になります。 

◎ 処理年度・・・現在 FDデータを作成出来る処理年度を表示しています。 

4－5．手動で個別に支給を掛ける／支給を解除する（支給管理） 

 自動引落ではなく現金での請求を行う園児がいる場合には、手動で請求を掛けることが出来ます。 

① まず「メイン」メニュータブをクリックします。 次にメニュー「支給管理」をクリックします。 

 ② 次に対象の支給納付単位をダブルクリックして、 

支給一覧を表示させます。 

 ③ 対象の園児の所属をクリックし、表示された園児 

の支給情報をクリックします。 

支給ＦＤデータを作成する 

手動で支給済み状態にする（生徒個別に）
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 ④ 「選択行のみ選択 F1」をクリックした後、画面上の「支給済処理」をクリックで実行します。 

   「選択された園児を支給済みに更新します。 

よろしいですか？」と表示されるので「はい」を選択すると「支給済状態」になります。 

 ⑤ 「登録 F1」をクリックで今回の支給の状態を保存します。 

◎ 支給方法変更・・・支給方法を変更することが出来ます。 

 ① まず「メイン」メニュータブをクリックします。 次にメニュー「支給管理」をクリックします。 

 ② 次に対象の支給納付単位をダブルクリックして、支給一覧を表示させます。 

 ③ 対象の園児の所属をクリックし、表示された園児の支給情報をクリックします。 

 ④ 「選択行のみ選択 F1」をクリックした後、画面上の「支給済解除」をクリックで実行します。  

「選択された園児の支給済みを解除します。 よろしいですか？」と表示されるので「はい」を 

選択すると「支給済み」の解除が実行されます。 

 ⑤ 「登録 F1」をクリックで今回の支給済み解除への変更を保存します。 

4－6．支給データの削除（支給管理） 

 誤って計算を掛けてしまった園児の支給データを削除する場合に使用する機能です。 

 ① まず「メイン」メニュータブをクリックしま 

す。 次にメニュー「支給管理」をクリック 

します。 

 ② 次に対象の支給納付単位をダブルクリックし 

て、支給一覧を表示させます。 

 ③ 対象の園児の所属をクリックし、表示された 

園児の支給情報をクリックします。 

 ④ 「選択行のみ選択 F1」をクリックした後、画面上にある「削除」ボタンをクリックします。 

   「選択した対象者の学費情報を削除します。 よろしいですか？ 既に支給済の学費情報に対し 

てはこの処理をおこなえません。」と表示されるので「はい」を選択します。 

 ⑤ 「登録 F1」をクリックで今回の支給データの削除処理を保存します。 

支給データを削除する 

支給済み状態を解除する

メッセージにあるように支給済の学費情報（支給情報）に関しては、一度支給済みの 

解除（4-5 参照）を行ってから上記の④の処理を実行してください。 
注意
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  入金処理に関して不明な点がありましたら、この 5章に掲載されている内容をご確認ください。 

5－1. ＦＤデータの取込による入金処理（ＦＤデータ取込） 

自動引き落としが完了した FD データを請求情報と照合させる処理です。 

① まず「メイン」メニュータブをクリックします。 次にメニュー「ＦＤデータ取込」をクリ  

ックします。 

② 「請求ＦＤファイルパス」項 

 目右にあるタブをクリックして、 

取込用のＦＤデータを指定します。 

 ③ 「ＦＤ取込」をクリックします。 

④ 取り込まれるデータが表示されましたら、ＦＤデータ取込み時の「引落額確認表」の印刷の可 

否を選択します。 

⑤ 「実行 Ｆ１」をクリックでデータの取込みを行います。 

 ※ＦＤデータの取込で入金照合したデータは、自動的にロックが掛かります。 入金照合情報に変更 

  を掛ける場合には（P38 「5-4.入金額情報の修正／削除」）を参照して下さい。 
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入金ＦＤを請求情報と照合させる 
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5－2. 手動による入金処理（入金照合） 

 手動で 1件ごとに入金処理を行うメニューです。 現金入金などを照合する際に使用します。 

 ① まず「メイン」メニュータブを 

クリックします。 

 次にメニュー「入金照合」をクリ 

ックします。 

 ② 入金処理を行う園児を以下の方法で抽出します。 

◎ 対象園児を絞り込むため「氏名」、「所属」、「状態（※）」を用いて、条件に合った園児を抽出 

することが出来ます。 

  さらに、『検索条件』タブをクリックしますと以下の検索条件でも抽出することが可能です。 

入金情報を一括処理する 

※【状 態】 

●未 納 → 入金額が 0円 ／●入金不足 → 入金額 1円以上 

●完 納 → 既に入金処理が済んでおり完納となっているもの 

FIS  Financial Information System 
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支給認定証番号、性別、請求方法、在籍区分など状況に合わ

せた検索を行うことが出来ます。
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③ 対象の園児の上でダブルクリッ 

クすると「入金照合－個別」 

メニューが表示されます。 

●納付単位一覧 

●入金照合履歴 

 ④ 対象の納付単位を指定してクリックします。次に「一括入金処理」のメニューで必要な情報を入 

力します。 

納付ＣＤ 納付単位コードです。 

納付単位 請求の納付単位です。 

請求額計 請求の納付単位月で請求を掛けた金額を表示します。 

入金額計 請求額に対して入金された金額を表示します。 

未徴収額 請求額に対する不足額を表示します。 

ロック 入金照合が済み、データをロックしている場合にチェックが付きます。 

FD 取込を行うと自動的にロックが掛かります。 

※入金照合の処理を修正、取り消ししたい場合にはこのチェックをクリックして解除する 

 必要があります。 

年度合計 請求額、入金額、未徴収額の計を表示します。 

入金照合・新規 入金照合の処理を手動で行う場合に使用します。 

FD 取込、入金照合（一括入金含む）を行うと実行することは出来ません。 

入金照合・編集 入金照合済みのデータを修正・変更したい場合に使用します。 

※ロックが掛かっていると実行出来ません。 

請求 費目ごとの請求情報を表示します。 

入金 入金日、入金回数が表示されます。 

未徴収額 請求額に対する未納分の金額を表示します。 

   一括処理を行うと請求額に対して未納

分の全額が入金された事として処理さ

れます。 そのため、請求額の内、一部の

み入金された場合には、この処理を行わない

でください。

注意

FIS  Financial Information System 
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●入金処理・入金照合一括処理 

 ⑤ 上記の項目を指定後、「入金する」をクリックで入金処理、入金照合処理が一括で行われます。 

各請求納付単位に対する入金額を個別に照合させる方法をご説明します。 

 ① まず「メイン」メニュータブをクリックします。 次にメニュー「入金照合」をクリックします。 

 ② 入金処理を行う園児を以下の方法で抽出します。 

◎ 対象園児を絞り込むため「氏名」、「部門」、「状態（※）」を用いて、条件に合った園児を抽出する 

ことが出来ます。（その他の検索条件については、前項の内容をご確認ください。） 

 ③ 対象の園児の上でダブルクリックすると「入金照合－個別」メニューが表示されます。 

④ 「入金情報」の「新規」をクリックします。 

 ⑤ 入金情報が表示されましたら、入力欄の各項 

目を入力します。 

  入力後、「ＯＫ」をクリックで入金情報が登録 

されます。 

 ⑥ 次に、「入金照合履歴」で⑤で登録した入金 

額と照合処理を行うため、「入金照合・新規」 

を実行します。 

入金日 入金日を入力します。 項目右のタブをクリックするとカレンダーが表示され、そこで日

付を指定することも出来ます。 

回 入金日の入力後、今回の入金が対象の納付単位に対して何回目の入金処理なのかを回数で

表します。 

入金方法 今回の入金の方法を指定します。 項目右のタブをクリックで表示される入金方法リスト

内より指定します。 

学園口座 学園側の入金口座を指定します。 項目右のタブをクリックで表示される学園口座リスト

より指定します。 

入金情報を個別に入力する 

※【状 態】 

●未 納 → 入金額が 0円 ／●入金不足 → 入金額 1円以上 

●完 納 → 既に入金処理が済んでおり完納となっているもの 

FIS  Financial Information System 
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 ⑦ 納付単位、入金日（回）を指定します。 

◎「未照合額」の金額の通りに入金を行う場合 

  「上から充当する」を実行します。 不足額から 

入金額へ金額が移動したのを確認後、「ＯＫ」を 

クリックで入金照合情報が登録されます。  

  ◎「請求額」より少ない金額で入金があった場合 

   入金額の欄に任意の数字を入力します。 

   請求額との差額は不足額、未照合額として数字 

が挙がってきます。 

5－3. 分割入金／入金額の返金処理（入金照合） 

例として「一つの請求に対して、二回に分けて入金された場合の処理」をご説明します。 

 ① まず「メイン」メニュータブをクリックします。 次にメニュー「入金照合」をクリックします。 

 ② 対象の園児の上でダブルクリックすると「入金照合－個別」メニューが表示されます。 

 ③ 「入金情報」の「新規」をクリックします。 

 ④ 入金情報が表示されたら、入力欄の各項目を入力します。 

  ここで、全額入金ではなく分割入金の場合、その入金額のみ登録します。 

 ⑥ 次に、「入金照合履歴」で⑤で登録した入金額と照合処理を行うため、「入金照合・新規」 

を実行します。 

 ⑦ 納付単位、入金日（回）を指定します。 今回は分割入金なので、「上から充当する」で自動的に

未照合額より各費目に充当するか、充当する費目を指定して金額を入力して充当するかのどちらか

で処理します。 

 ⑧ 不足額から入金額へ金額が移動したことを確認後 

「ＯＫ」をクリックで入金照合情報が登録されます。  

 ⑨ 二回目の入金の際、上記と同様の処理を再度行 

います。これで分割入金処理は完了となります。 

分割して入金された場合の処理 
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 ここでは例として「当初請求した請求額が入金後に変更（減額）があり、その差額を返金する」とい 

 う場合の操作手順をご説明します。 

※状況としては入金照合が済んでいて、ロックが掛かっている状態とします。 

 ① まず「メイン」メニュータブをクリックします。 次にメニュー「入金照合」をクリックします。 

 ② 対象の園児の「選択」欄でクリックするとチェックボックスにチェックが入ります。 

その状態で画面右上の「ロック解除」をクリックします。 

「選択された請求入金情報のロックを解除します。よろしいですか？」というメッセージが表示さ

れますので、「はい」を選択します。これで「ロック解除」が実行されます。 

 ③ 次に請求額を変更するため、対象の園児の上 

でダブルクリックします。 

入金照合画面に移動すると、納付単位一覧の中 

で対象の納付単位月を指定して、『請求明細を 

開く』をクリックします。 

 ④ 請求額を減額するため、請求変更履歴の変更 

日付（変更を行った日）を入力して、「追加」を  

クリックします。 

 ⑤ 次に費目内訳詳細で金額を変更する費目を左の 

費目リストから選択します。 

⑥ 「5,000 円の減額」であれば費目金額に「－５０００」と入力します。 

 金額入力後、画面右下「登録」をクリックで確定します。 

 ⑦ 請求明細画面で「閉じる」をクリックして 

「入金照合－個別」に移動します。 

 ※入金照合履歴に未徴収額が『－５，０００』と 

表示されていることを確認出来るはずです。 

⑧ 入金照合履歴で返金する納付単位をクリック 

した上で、「入金処理・入金照合を一括処理」で 

『入金日』『入金方法』『学園口座』を指定して、 

「入金する」をクリックします。 

※入金照合履歴の画面で「請求額が減額後の金額 

であること」「入金が２回あり、１つは減額分 

でマイナスの入金となっていること」「未徴収 

額が０であること」を確認して下さい。 

 以上の処理の後、納付単位一覧内のロックのチェックを付けて、作業は完了です。 

入金額の返金処理 
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5－4. 入金額情報の修正／削除 

入金照合後、入金照合した金額の修正を行う場合の操作手順をご説明します。 

 ① まず「メイン」メニュータブをクリックします。 次にメニュー「入金照合」をクリックします。 

 ② 対象の園児の「選択」欄でクリックするとチェックボックスにチェックが入ります。 

その状態で画面右上の「ロック解除」をクリックします。 

「選択された請求入金情報のロックを解除します。よろしいですか？」というメッセージが表示さ

れますので、「はい」を選択します。これで「ロック解除」が実行されます。 

 ③ 対象の園児の上でダブルクリックすると「入金照合－個別」メニューが表示されます。 

⑤ 入金照合履歴で「入金照合・編集」をクリックすると入金照合画面が表示されます。 

 ここで、入金額を変更することで「入金照合額の編集」を行うことが出来ます。 

 ※入金額そのものは金額が変わらないため、変更後の差額は未照合額として数字が挙がってきます。 

 入金照合後、入金額の修正を行いたい場合の操作手順をご説明します。 

 ① まず「メイン」メニュータブをクリックします。 次にメニュー「入金照合」をクリックします。 

 ② 対象の園児の「選択」欄でクリックするとチェックボックスにチェックが入ります。 

その状態で画面右上の「ロック解除」をクリックします。 

「選択された請求入金情報のロックを解除します。よろしいですか？」というメッセージが表示さ

れますので、「はい」を選択します。これで「ロック解除」が実行されます。 

 ③ 対象の園児の上でダブルクリックすると「入金照合－個別」メニューが表示されます。 

入金照合額の修正 

入金額の修正 
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④ 入金照合履歴で「入金照合・編集」をクリックすると入金照合画面が表示されます。 

 ここで、「削除」を実行します。 

  ※この状態では入金額そのものは金額が変わりませんが、照合情報を削除したため、差額分は未照合 

額として数字が挙がってきます。 

 ⑤ 次に入金情報で対象の入金額情報をクリックで指定して、「編集」を実行します。 

  「入金情報－編集」画面が表示されますので、そこで現在登録されている入金情報を修正します。 

 入金照合後、入金額の削除を行いたい場合の操作手順をご説明します。 

① まず「メイン」メニュータブをクリックします。 次にメニュー「入金照合」をクリックし 

ます。 

 ② 対象の園児の「選択」欄でクリックするとチェックボックスにチェックが入ります。 

その状態で画面右上の「ロック解除」をクリックします。 

「選択された請求入金情報のロックを解除します。よろしいですか？」というメッセージが表示さ

れますので、「はい」を選択します。これで「ロック解除」が実行されます。 

 ③ 対象の園児の上でダブルクリックすると「入金照合－個別」メニューが表示されます。 

④ 入金照合履歴で「入金照合・編集」をクリックすると入金照合画面が表示されます。 

 ここで、「削除」を実行します。 

  ※この状態では入金額そのものは金額が変わりませんが、照合情報を削除したため、差額分は未照合 

額として数字が挙がってきます。 

 ⑤ 次に入金情報で対象の入金額情報をクリックで指定して、「削除」を実行します。 

入金額の削除 
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5－5. ＦＤ取込データの削除（ＦＤ取込履歴） 

 FD データの取込によって入金処理をした後にその入金データを取り消して、再度 FD データの取り込み 

を行いたい場合に使用する機能です。 

※入金 FDの取込を行ったのと同時に入金照合が完了している状態と仮定します。 

まずは、入金照合によりロックが掛かっているため、それを解除します。 

① 最初に「メイン」メニューの「入金照合」をクリックします。 

② FD データの削除を行う「納付単位」を画面左下に表示される納付単位リストで選択します。 

 ③ さらに、検索条件で請求方法「自動引落」を抽出するなどして、自動引落の園児を表示させます。 

 ④ 入金照合画面で「全て選択 F2」をクリックした上で、画面右上の「解除」をクリックします。 

  「選択された請求入金情報のロックを解除します。よろしいですか？」というメッセージが表示さ 

れますので、「はい」を選択します。これで「ロック解除」が実行されます。 

 ⑤ メニュー「ＦＤ取込履歴」に移動します。 

 ⑥ 「FD 取込履歴」画面内で取込データを取り消す 

対象の納付単位月を指定します。 

  ※上記の条件を指定した際、その条件に該当した 

園児情報が表示されます。 

 ⑦ 画面下の「削除 F2」で削除を実行します。 

  ※この時、入金データがロックされた状態の園児 

がいる場合、ＦＤデータの削除は実行出来ませ 

ん。 

入金額ＦＤデータの削除 
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  次年度へ移行するために事前準備作業を行うメニューです。 

6－1. 新入園児の登録 

新年度で入園する園児の情報を事前に登録しておくことが出来ます。 

① まず「次年度準備」メニュータブをクリックします。 次にメニュー「新入園児登録」をクリ 

ックします。 

② 画面上にある「行追加」をクリックします。 行が追加されたら以下の項目を入力していきます。 

支給認定証番号 支給認定証番号を入力します。 

出席番号 出席番号を入力します。 

氏名 学生の氏名を入力します。 

フリガナ 学生氏名のフリガナを入力します。 

性別 項目内をクリックすると表示される性別リストから選択します。 

生年月日 園児の生年月日を入力します。 項目内で直接年月日を入力する方法と、項目

内のタブをクリックで表示されるカレンダーから日付を選択するという2種類

の方法があります。 

所属コード 項目内のタブをクリックで表示される所属コードのリストから選択します。 

所属名称 所属コードを選択し指定すると所属名称が表示されます。 

障がい区分コード 障がい区分の「あり」「なし」を選択します。 

バス利用者コード バス利用の「あり」「なし」を選択します。 

グループコード グループを使用している場合に選択します。 

市 認定を受けている市町村を選択します。 

認定区分 該当する認定区分を選択します。 

保育時間 1 号であれば教育認定、2・3号であれば標準時間（11 時間）／短時間（8時間）

のいずれかを選択します。 

世帯階層 定められた階層を選択します。 

多子 多子区分を選択します。 

入学年月日 入学年月日を入力します。 

FIS
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◎「行削除」・・・カーソルで指定した行を削除します。 

 ◎「入力漏れ確認」・・・入力必須項目に入力漏れがあるかどうかのチェックを行うことが出来ます。 

◎現在の登録人数・・・画面下に現在の登録人数が表示されます。 

③ 学生情報の入力後、「登録 F1」で保存します。 

郵便番号 郵便番号を入力します。 

住所１／２ 住所を入力します。（全角、半角５０文字まで） 

電話番号 電話番号を入力します。 

ＦＡＸ FAX 番号を入力します。 

携帯番号 携帯番号を入力します。 

Ｅ－Ｍａｉｌ E-Mail アドレスを入力します。 

緊急連絡先 TEL 緊急連絡先の電話番号を入力します。 

緊急連絡備考 緊急連絡に関する情報を入力します。 

請求方法 項目内をクリックすると表示される請求方法リストから選択します。 

支給方法 項目内をクリックすると表示される支給方法リストから選択します。 

(請)口座類別 請求の際の口座が「銀行」「郵便貯金」のどちらかを選択します。 

(支)口座類別 支給の際の口座が「銀行」「郵便貯金」のどちらかを選択します。 

銀行ＩＤ 「(請)口座類別」「(支)口座類別」で指定した金融機関により操作が異なりま

す。以下、ご参照ください。 

◎銀行：銀行 ID項目内の参照ボタンをクリックで表示される、銀行検索リス 

トより指定します。 

◎ゆうちょ：この項目では指定できません。 

支店ＩＤ 「(請)口座類別」「(支)口座類別」で指定した金融機関により操作が異なりま

す。以下、ご参照ください。 

◎銀行：支店 ID 項目内の参照ボタンをクリックで表示される、銀行支店検索

リストより指定します。 

◎ゆうちょ：この項目では指定できません。 

支店 銀行支店名が表示されます。 

預金種目 「(請)口座類別」「(支)口座類別」で指定した金融機関により操作が異なりま

す。以下、ご参照ください。 

◎銀行：預金種目項目内の参照ボタンをクリックで表示される、預金種目リス

トより指定します。 

◎ゆうちょ：この項目では指定できません。 

口座番号 「(請)口座類別」「(支)口座類別」で指定した金融機関により操作が異なりま

す。以下、ご参照ください。 

◎銀行：銀行口座を入力します。 

◎ゆうちょ：郵便記号と郵便口座番号を元に番号を持ってきます。 

口座名義 口座名義を入力します。 

口座名義カナ 口座名義をカナ文字で入力します。 

郵便口座記号 郵便口座記号を入力します。 

郵便口座番号 郵便口座番号を入力します。 

学園口座 上段：請求時に使用する学園口座を指定します。 

下段：支給時に使用する学園口座を指定します。 

保護者１／２ 保護者名を入力します。 

保護者１／２かな 保護者かな名を入力します。 

続柄 続柄を入力します。（父、母など） 

※本人住所等コピー このボタンをクリックすることで本人の住所情報がコピーされます。 
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6－2. 園児の次年度の進級先を設定する（園児進級先設定） 

 各所属では予め進級先が設定されています。 ここでは、それとは別に個別に任意の進級先を設定す

ることが出来ます。 

① 「次年度準備」メニュータブをクリックします。 次にメニュー「次年度園児情報設定」をクリ 

ックします。 

 ② 当年度で設定されている認定区分、世帯階層を引き継ぐために、まず「全て選択」をクリック、 

  その後に「初期値に設定」をクリックします。 

※この時、進級先クラスも初期値として読み込まれます。 

 初期値で読み込まれた進級先クラスで宜しければ、「登録」をクリックして作業は完了です。 

 さらに個別に進級先クラスを選択する場合には、次の手順で作業を行います。 

 ③ 初期値として設定済みの進級先ではなく、個別に進級先を設定したい園児を画面に表示させます。 

  この際、「氏名・カナ検索」「所属」を指定することで、容易に対象の園児情報を表示させる事が出 

来ます。 

④ 進級先の変更の仕方が２パターンありますので、以下のように状況に応じた使い分けが出来ます。 

◆対象の園児の数が複数（同じ進級先で）いる場合

「全て選択」「選択行のみ」を使用して選択欄にチェックを入れます。 次に画面上にある 

「所属一括更新」で進級先の所属を指定後、「一括更新」を実行してください。 

次年度の進級先を設定する 
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◆対象の園児の数が少数の場合 

 対象の園児の次年度「所属ＣＤ」内のタブをクリックで表示される「所属リスト」より進級先 

 の所属を選択します。 

※次年度で「卒業」の場合には「所属ＣＤ」を「－１」とします。 

 ◎「初期値に設定」・・・③で所属を変更後、初期値の所属に戻したい場合に実行します。 

6－3. 新年度データの作成（年次更新処理） 

 「進級先設定」「新入園児登録」作業を完了後、新年度データを作成するため年次更新処理を行います。 

① 「次年度準備」メニュータブをクリックします。 次にメニュー「年次繰越処理」をクリックし 

ます。 

 ② 「年次繰越処理」メニューで表示されている「現在の年度」「次年度の年度」を確認した上で 

「ＯＫ」をクリックで年次繰越処理が実行されます。 

6－4. 既に行った年次繰越処理の取り消し（年次繰越の取消） 

 「年次繰越処理」によって次年度データを作成後、再度、年次繰越の処理を行いたいという場合に使  

 用する機能です。 

① 「次年度準備」メニュータブをクリックします。 次にメニュー「年次繰越の取消」をクリック 

 します。 

 ② 「○年度の年次繰越処理を取り消し、○年度に戻します。よろしいですか？」というメッセージ 

  が表示されますので、「はい」をクリックで取消処理が実行されます。 

FIS  Financial Information System 

FIS
Financial

Inform
ation

System



保育料管理システムに関するお問い合わせ

FIS
 Financial

Inform
ation

System
  

FIS  Financial Information System 

本書では保育料管理システムに関する情報を掲載しております。

情報を参照しても困ったこと、わからないことが解決しなかった場合は、電話、FAX、メールのい

ずれかの方法でお問い合わせください。

下記にお問い合わせ頂ければ、弊社サポートスタッフがご対応致します。

株式会社 会計情報システム

サポートサービス窓口 

■ Tel：０１１－８６２－１９８７ 

■ Fax：０１１－８６２－１２００ 

■ Email：support@fiscom.co.jp 
■ 受付時間：平日９：００～１２：００／１３：００～１７：３０（土・日・祝日除く） 


