
（2020 年 3 月 更新） 

FisCom 社会福祉法人会計 V6 操作マニュアル（予算／８．予算執行整理簿印刷） 

73 

 

第５章 予算 

 

予算入力や各種予算書の印刷を行います。 

【予算】タブでは次の帳票が印刷できます。 
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 １．収支予算入力 

 

収支予算を入力します。 

 

 

 画面構成 

 

【予算】タブから［１．収支予算入力］メニューを開くと、以下の画面が表示されます。 

 

大きく分けて３つの画面で構成されています。 

 

 

 

A) 予算入力内容設定  入力する予算の内容を設定します。 

① 処理年度    予算入力を行う年度が表示されています。 

          ※ この画面上で処理年度の変更はできません。年度を変更する場合はホーム画面か 

            ら切り替えてください。 

 

② サービス区分  予算入力するサービス区分を指定します。 

枠内右端の▼をクリックして表示されるリストから選択できます。 
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③ 予算入力設定  B の予算入力画面に表示させる予算のうち、参照表示する予算と、実際に 

入力を行う予算を指定します。 

予算入力画面では、左から順に「金額１」「金額２」「増減」「備考」欄が 

あり、それぞれの欄で何の予算を入力するか、右端の▼をクリックして 

選択します。 

 

B) 予算入力画面  実際に予算の入力を行う画面です。 

        画面上部には各欄のタイトルが表示され、画面下部では各欄の「収入合計」と 

        「支出合計」が表示されます。 

 

C) メニューバー  画面下部のメニューバーは状態により一部表示が変わります。 

【予算入力前】 

【予算入力中】 

 

 

④ 処理年度    予算入力を行う年度が表示されています。 

          ※ この画面上で処理年度の変更はできません。年度を変更する場合はホーム画面か 

            ら切り替えてください。 

 

⑤ 処理年度    予算入力を行う年度が表示されています。 

          ※ この画面上で処理年度の変更はできません。年度を変更する場合はホーム画面か 

            ら切り替えてください。 

 

  

Ｆ１ 
表示 Ａ）予算入力内容設定で指定した予算を表示します。 

登録 入力した予算を登録します。 

Ｆ４ 中止 
入力中の予算を閉じて、入力前の状態に戻します。表示する予算を切り替える

場合に使用します。 

Ｆ６ 予算金額複写 「金額１」で指定した予算の金額を、「金額２」の予算に複写します。 

Ｆ７ 予算区分設定 
【予算】タブの［４．予算区分設定］画面が開きます。予算枠の追加・修正が

可能です。※ 詳細は本章の［４．予算区分設定］をご参照ください。 

Ｆ８ 終了 現在の作業を終了し、ホーム画面に戻ります。 
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 Try! 収支予算を入力してみましょう 

 

予算入力の大まかな流れをまとめました。入力の際に不明な点があれば次の内容をご参照ください。 

 

① 予算入力画面を開く 

 【予算】タブから［１．収支予算入力］メニューをクリックし、予算入力画面を開きます。 

 

② サービス区分を選択 

「サービス区分」の右端の▼をクリックして、予算入力を行うサービス

区分を選択します。 

 

 

 

③ 予算入力設定を行う 

１．「金額１」 予算入力画面で、科目名のひとつ隣の行に表示させる予算を選択します。 

２．「金額２」 予算入力画面で、科目名の行から２つ目の行に表示させる予算を選択します。 

３．「金額１-２／金額２-１」 予算入力画面の「増減」欄に表示させる計算式を指定します。 

４．「備考」 予算入力画面の「備考」欄に、どの予算の備考内容を反映させるか選択します。 

 

 選択した内容は、メニューバーの「Ｆ１ 表示」をクリックすると予算入力画面に反映します。 
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④ 参照予算・入力予算を設定 

③で設定した予算入力設定のうち、「金額１」「金額２」「備考」の３つは、「参照」表示させるか、 

「入力」表示するか選択できます。 

対象の予算を編集する場合・・・各項目の左側の□にチェックします。 

対象の予算を参照表示する場合・・・各項目の左側の□にチェックを入れません。 

 

▼ □ にチェックした項目は、背景が白くなり、編集が可能となります。 

※ 編集可能としている中でもグレースケールがかかっている科目は、集計科目のため入力できません。 

 

  ▼参照表示した項目はグレースケールがかかり、編集できません。 
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⑤ 設定した予算を表示し、予算を入力する。 

画面下部のメニューバーから「Ｆ１ 表示」をクリックします。 

指定した予算枠が画面に表示されるので、各科目に金額を入力していきます。 

キーボードの、Enter キーまたは Tab キー、↓キーを使い、次の科目へカーソルを移動できます。 

横移動の場合は、←キーまたは→キーで移動が可能です。 

 

備考欄は全角５０文字まで入力できます。 

 

 

⑥ 「Ｆ１ 登録」を押して終了 

入力内容を確認し、問題無ければメニューバーの「Ｆ１ 登録」を押して入力完了です。 

 

 

こんな機能も・・・ 

 

「予算金額複写」機能を活用しましょう！ 

予算内容を設定し「Ｆ１ 表示」後、予算を入力していく際、「Ｆ６ 予算金額複写」機能を使用する

と、その時点で「金額１」に指定している予算データを「金額２」に複写することができます。 

 

前年度と同じ予算額を設定する際などに活用すると、予算入力に割く時間を短縮できます。 
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例：「前年予算」を参照しながら「当初予算」を入力する 

▼「金額１」に前年予算、「金額２」に当初予算を選択し、「Ｆ１ 表示」をクリック 

 「Ｆ６ 予算金額複写」をクリックする。 

 

 

▼「（金額１）の金額を（金額２）に複写します」というメッセージが出るので、「はい」をクリック 

 ※例でいうと「前年の金額を当初に複写します」と表示されます。 

 「処理が終了しました」というメッセージが表示されたら「ＯＫ」をクリック 

    

 

▼金額１の予算金額が金額２に複写（上書き）されています。 

 「Ｆ１ 登録」を押して終了です。 

 
※ 既に「金額２」に入力済の数字は、「予算金額複写」を行うと「金額１」の数字に上書きされます。 

個別に数字を変えたい科目がある場合は、「予算金額複写」で全科目を複写した後で、個別に修正が必要です。 
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 ４．予算区分設定 

 

補正予算など、予算の種類（区分）の追加・修正を行います。 

 

 

 画面構成 

 

【予算】タブから［４．予算区分設定］メニューを開くと、以下の画面が表示されます。 

ほかに、［１．収支予算入力］メニュー内の「Ｆ７ 予算区分設定」をクリックした場合もこの画面へ遷

移します。 

 

大きく分けて３つの画面で構成されています。 
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A) 処理状態・処理年度 

① 処理状態  現在行っている処理の状態が表示されます。 

「新規」 予算区分を新規で作成している状態です。 

「修正」 既存の予算区分を修正している状態です。 

 

② 処理年度  予算区分を設定する年度が表示されています。 

※ この画面上で処理年度の変更はできません。年度を変更する場合はホーム画面から 

切り替えてください。 

 

B) 予算区分設定画面 

現在登録されている予算区分が一覧表示されています。 

「当初予算」「翌年度予算」については初期設定から登録されており、削除はできません。 

名称・略称・日付・摘要 の内容修正は可能です。 

※「ID」はシステム上の内部 ID のため自動付番されています。 

 

C) メニューバー 

各種操作を行う場合、メニューバーから作業を選択します。 

メニューバーは状態により一部表示が変わります。 

 

【作業前（メニュー起動時）】 

 

【予算区分新規登録時】 

 

【予算区分修正時】 

 

 

Ｆ１ 

追加 予算区分を新規で追加します。 

追加登録 新規入力した内容を登録・保存します。 

登録 予算区分を修正後の内容で登録・保存します。 

Ｆ４ 中止 登録・修正中の予算区分を閉じて、表示前の一覧状態に戻します。 

Ｆ７ 修正 登録済の予算区分を修正します。 
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 操作手順 

 

「新規登録」「修正」「削除」「中止」方法をご案内します。 

※ ［１．収支予算入力］メニュー内の「Ｆ７ 予算区分設定」ボタンから「予算区分設定」画面に遷移した場合

も、同じ手順です。 

 

 

 新規登録  

 

補正予算など、「当初予算」と「翌年度予算」以外の予算を作成する際は、予算区分の追加登録が必要で

す。 

 

① 「Ｆ１ 追加」 

【予算】タブから［４．予算区分設定］メニューをクリックし、メニューバーから「Ｆ１ 追加」

をクリックします。 

※ ［１．収支予算入力］メニュー内の「Ｆ７ 予算区分設定」ボタンからも同じ画面に遷移するので、 

「Ｆ１ 追加」から同様の手順で進みます。 

 

② 「名称」「日付」を入力 

画面下部に入力欄が表示されるので、「正式名称」と「日付」を入力します。 

「正式名称」 全角１５文字以内でご入力ください。 

「略称」   ［１．収支予算入力］で予算区分を選択する際に表示されます。 

       「正式名称」を入力後 Enter キーを押すと自動で頭の５文字を抽出します。 

       必要であれば手入力で修正してください。 

「日付」   補正予算を立てる日付を入力します。補正予算書にも印字されます。 

       直接月と日を半角数字で入力するか、枠右端のグレーボタンをクリックして 

       カレンダーを表示して対象日を選択してください。 

「摘要」   追加する予算区分のメモ書きとしてご利用ください（必須ではありません）。 

 

Ｆ８ 終了 現在の作業を終了し、ホーム画面に戻ります。 
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③ 「Ｆ１ 追加登録」 

内容を確認し、メニューバーから「Ｆ１ 追加登録」をクリックして完了です。 

 

「追加を行います。宜しいですか？」という確認メッセージが表示

された場合は、「はい」をクリックします。新規登録が完了し、予

算区分の一覧に、追加されます。 

「いいえ」をクリックすると、入力中の画面に戻ります。 

 

 

 

 

 修正  

 

登録されている予算区分の「名称」「日付」「摘要」は修正が可能です。 

 

① 「Ｆ７ 修正」 

予算区分の一覧画面で、修正したい予算を選択（クリックすると背景が青色に変わります。）し、 

メニューバーから「Ｆ７ 修正」をクリックします。 
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② 内容の修正 

画面下部に入力欄が表示されるので、修正したい箇所を変更します。 

 

 

③ 「Ｆ１ 登録」 

内容を確認し、メニューバーから「Ｆ１ 登録」をクリックして完了です。 

「更新を行います。よろしいですか？」と確認メッセージが出る場合は「はい」をクリックしま

す。登録が完了し、予算区分の一覧に、修正後の内容が反映します。 

「いいえ」をクリックすると、入力中の画面に戻ります。 

 

 

 削除  

 

任意で追加した予算区分を削除します。 

※ あらかじめ登録されている「当初予算」と「翌年度予算」は削除できません。 

※ 予算額が入力されていない補正予算に限り削除が可能です。 

 

① 「Ｆ２ 削除」 

予算区分の一覧画面で、削除したい予算を選択（クリックすると背景が青色に変わります。）し、 

メニューバーから「Ｆ２ 削除」をクリックします。 
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② 確認メッセージを受け、削除 

「選択行のデータを削除します。宜しいですか？」という確認メッセ

ージがでた場合は、「はい」をクリックします。 

予算区分の一覧画面から対象の予算が消えれば削除完了です。 

「いいえ」をクリックすると、入力中の画面に戻ります。 

 

 

～「この予算区分には予算額が存在するので、削除することができません。」と表示された場合 ～ 

このメッセージが出た場合、［１．収支予算入力］で対象の

予算区分に金額が残っています。 

全拠点で対象の予算区分に入力された金額を削除（0 円にす

る）後に再度削除を行ってください。 

 

 

 中止  

 

新規登録または修正中の内容を取りやめ、中止します。 

 

① 「Ｆ４ 中止」 

作業を中断し、メニューバーから「Ｆ４ 中止」をクリックします。 

 

「作業中の内容は破棄されます。宜しいですか？」という確認メッセージが表示された場合は、「は

い」をクリックします。「いいえ」をクリックすると入力中の画面に戻ります。 
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 ７．資金収支予算書 

 

［１．収支予算入力］で入力した予算を印刷します。 

次の予算書を印刷できます。 

⚫ 資金収支予算書 

⚫ 資金収支補正予算書 

⚫ 翌年度予算書 

 

 

 画面構成 

 

【予算】タブから［７．資金収支予算書］メニューを開くと、以下の画面が表示されます。 

 

 

① 処理年度  参照する月次帳票の対象年度が表示されています。 

      ※ この画面上で処理年度の変更はできません。年度を変更する場合はホーム画面から切り 

替えてください。 

 

② 印刷条件設定  以下の項目を設定します。 
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⚫ 帳票選択  印刷する帳票を選択します。 

      「資金収支予算書」「資金収支補正予算書」「翌年度予算書」から選択できます。 

 

⚫ 用紙設定  印刷する予算書の用紙と印刷項目を設定します。 

「Ａ４縦３項目 備考あり」  「金額１」「金額２」「備考」欄が印刷されます。 

「Ａ４縦３項目 備考なし」  「金額１」「金額２」「増減」欄が印刷されます。 

「Ａ３縦」          「金額１」「金額２」「増減」「備考」欄が印刷されます。 

 

⚫ 帳票タイトル  出力時に表示するタイトルを指定します。 

        初期値は、「帳票選択」で選んだ帳票にちなんだタイトルが入力されていま 

す。別の名称へ変更したい場合のみ手入力します。 

 

⚫ 出力項目設定  「用紙設定」で選択した印刷項目に、どの予算データを反映させるか選択し 

ます。それぞれ      

  

「金額１／２」   予算書に表示させる予算区分を選択します。 

「増減」      「金額１」「金額２」の増減額を表示する計算式を選択します。 

          「金額１－２」か「金額２－１」か選べます。 

          項目名は「差異」と表示されます。 

「備考」       備考欄に、どの予算区分の備考を表示させるか選択します。 

          項目名は「○○予算説明」と表示されます。 

「１／２／３列目」 「金額１」「金額２」「増減」の表示順を選択します。 

          「備考」は一番最後（右端）に表示で固定です。 

 

 

⚫ 区分    出力する区分を選択します。 

      上段・・・「サービス区分」か「拠点区分」か「（全体合計）」を選択します。 

      下段・・・上段で選択した区分から、希望の区分を選択します。 

「（全体合計）」を選んだ場合は下段の選択は出来ません。 
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⚫ 印刷科目  印刷する科目の範囲を指定します。 

１．大科目 

２．中科目 

３．小科目 

４．細科目 

「□ 決算書表示科目のみ」にチェックすると、指定

した１～４の科目のうち、科目設定画面で決算書表示

を「する」で設定した科目のみ表示します。 

        ※ 科目設定の詳細は「科目設定」ページをご参照ください。 

 

⚫ タイムスタンプ印字設定  タイムスタンプの印字有無を指定できます。 

＜印刷日時＞ 

 印刷した日時を出力する場合はチェックします。 

 出力位置は「ヘッダー」または「フッター」のうち、 

「左」「中央」「右」の 3 か所から選択できます。 

 

＜ユーザー情報＞ 

 印刷したユーザーの名前を出力する場合はチェックします。 

 出力位置は＜印刷日時＞と同様に選択できます。 

 

 

③ メニューバー  画面下部には以下のメニューが表示されています。 

⚫ Ｆ２ Ｅｘｃｅｌ保存  指定した予算書をＥｘｃｅｌ形式で保存します。 

⚫ Ｆ３ ＰＤＦ保存 指定した予算書をＰＤＦ形式で保存します。 

⚫ Ｆ５ 印刷    指定した予算書をプレビューせずに直接印刷します。 

⚫ Ｆ６ プレビュー 指定した予算書をプレビューします。プレビュー画面内で印刷も可能です。 

⚫ Ｆ８ 閉じる   月次帳票印刷の画面を閉じてホーム画面に戻ります。 
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 １３．資金収支予算内訳表 

 

［１．収支予算入力］で入力した予算を、拠点区分ごとの内訳表形式で印刷します。 

 

 

 画面構成 

 

【予算】タブから［１３．資金収支予算内訳表］メニューを開くと、以下の画面が表示されます。 

 

 

 

① 処理年度  参照する月次帳票の対象年度が表示されています。 

      ※ この画面上で処理年度の変更はできません。年度を変更する場合はホーム画面から切り 

替えてください。 

 

② 印刷条件設定  以下の項目を設定します。 

⚫ 帳票タイトル  出力時に表示するタイトルを指定します。 

        初期値は、「資金収支予算内訳表」というタイトルが入力されています。 

別の名称へ変更したい場合のみ手入力します。 
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⚫ 表示日付  帳票タイトルの下に印字される日付のうち、（至）側の日付を指定します。 

（自）はその年度の４月１日で固定されています。 

 

 

⚫ 出力拠点区分  内訳表に印字する拠点区分を選択します。白字に青色背景で表示されている

拠点が、選択されている拠点です。マウスで１クリックすると１拠点選択できます。２拠点以

上選択する際、マウスでドラッグ、または Shift キーを押しながらクリックすると複数拠点選

択できます。 

 

 

※ １～５拠点のうち、１・３・５の拠点のみ選択するなど、連続した 

範囲でなくばらばらに拠点を選びたい場合は、Ctrl キーを押しながら 

クリックすると選択できます。 

 

 

  拠点区分と印刷用紙について  

選択した拠点区分の数に応じて、印刷用紙サイズと用紙の向きが変わります。 

➢ １～３区分選択：Ａ４縦（会計基準に規定されたフォーマットです） 

➢ ４～６区分選択：Ａ４横 

➢ ７区分以上選択：Ａ３横 

 

⚫ 印刷科目  印刷する科目の範囲を指定します。 

１．大科目 

２．中科目 

３．小科目 

４．細科目 

 



（2020 年 3 月 更新） 

FisCom 社会福祉法人会計 V6 操作マニュアル（予算／１３．資金収支予算内訳表） 

91 

 

⚫ 合計表示  「出力拠点区分」で指定した拠点ごとの金額の一番右側に「合計」欄を 

表示するかしないか選択します。 

 

 

⚫ タイムスタンプ印字設定  タイムスタンプの印字有無を指定できます。 

＜印刷日時＞ 

 印刷した日時を出力する場合はチェックします。 

 出力位置は「ヘッダー」または「フッター」のうち、 

「左」「中央」「右」の 3 か所から選択できます。 

 

＜ユーザー情報＞ 

 印刷したユーザーの名前を出力する場合はチェックします。 

 出力位置は＜印刷日時＞と同様に選択できます。 

 

 

③ メニューバー  画面下部には以下のメニューが表示されています。 

⚫ Ｆ２ Ｅｘｃｅｌ保存  指定した予算書をＥｘｃｅｌ形式で保存します。 

⚫ Ｆ３ ＰＤＦ保存 指定した予算書をＰＤＦ形式で保存します。 

⚫ Ｆ５ 印刷    指定した予算書をプレビューせずに直接印刷します。 

⚫ Ｆ６ プレビュー 指定した予算書をプレビューします。プレビュー画面内で印刷も可能です。 

⚫ Ｆ８ 閉じる   月次帳票印刷の画面を閉じてホーム画面に戻ります。 
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 １４．資金収支予算明細書 

 

［１．収支予算入力］で入力した予算を、サービス区分ごとに印刷します。 

 

 

 画面構成 

 

【予算】タブから［１４．資金収支予算明細書］メニューを開くと、以下の画面が表示されます。 

 

 

 

① 処理年度  参照する月次帳票の対象年度が表示されています。 

      ※ この画面上で処理年度の変更はできません。年度を変更する場合はホーム画面から切り 

替えてください。 

 

② 印刷条件設定  以下の項目を設定します。 
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⚫ 帳票タイトル  出力時に表示するタイトルを指定します。 

        初期値は、「資金収支予算明細書」というタイトルが入力されています。 

別の名称へ変更したい場合のみ手入力します。 

 

⚫ 表示日付  帳票タイトルの下に印字される日付のうち、（至）側の日付を指定します。 

（自）はその年度の４月１日で固定されています。 

 

⚫ 拠点区分  明細書を印刷するサービス区分が属する拠点を選択します。 

 

⚫ 出力サービス区分  明細書に印字するサービス区分を選択します。白字に青色背景で表示さ

れている区分が、選択されている区分です。マウスで１クリ ックすると１区分選択できます。

２区分以上選択する際、マウスでドラッグ、または Shift キーを押しながらクリックすると複

数区分を選択できます。 

 

※ １～３区分のうち、１と３の区分のみ選択するなど、

連続した範囲でなくばらばらに区分を選びたい場合は、

Ctrl キーを押しながらクリックすると選択できます。 

 

 

 

  サービス区分と印刷用紙について  

選択したサービス区分の数に応じて、印刷用紙サイズと用紙の向きが変わります。 

➢ １～３区分選択：Ａ４縦（会計基準に規定されたフォーマットです） 

➢ ４～６区分選択：Ａ４横 

➢ ７区分以上選択：Ａ３横 

 

⚫ 合計表示  「出力拠点区分」で指定した拠点ごとの金額の一番右側に「合計」欄を 

表示するかしないか選択します。 
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⚫ タイムスタンプ印字設定  タイムスタンプの印字有無を指定できます。 

＜印刷日時＞ 

 印刷した日時を出力する場合はチェックします。 

 出力位置は「ヘッダー」または「フッター」のうち、 

「左」「中央」「右」の 3 か所から選択できます。 

 

＜ユーザー情報＞ 

 印刷したユーザーの名前を出力する場合はチェックします。 

 出力位置は＜印刷日時＞と同様に選択できます。 

 

 

③ メニューバー  画面下部には以下のメニューが表示されています。 

⚫ Ｆ２ Ｅｘｃｅｌ保存  指定した予算書をＥｘｃｅｌ形式で保存します。 

⚫ Ｆ３ ＰＤＦ保存 指定した予算書をＰＤＦ形式で保存します。 

⚫ Ｆ５ 印刷    指定した予算書をプレビューせずに直接印刷します。 

⚫ Ｆ６ プレビュー 指定した予算書をプレビューします。プレビュー画面内で印刷も可能です。 

⚫ Ｆ８ 閉じる   月次帳票印刷の画面を閉じてホーム画面に戻ります。 
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