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第７章 繰越 

 

システムは年度ごとに処理を行いますが、当年度のデータを翌年度へ引き継ぐ際は「年度繰越」という処理

が必要となります。 

【繰越】タブでは決算終了後、もしくは翌年度の取引入力を開始したい場合に必要となる処理を行います。 
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 １．年度繰越 

 

現在の処理年度の期末残高を、翌年度の期首に繰り越します。 

「年度繰越」は各年度で１回のみ行えます。 

 

既に［１．年度繰越］で翌年度へ繰越を行っている場合、この機能は使用できません。 

年度繰越後に期末残高が変動した等で、再度残高の繰越などを行いたい場合は、同じ【繰越】タブ内の

「３．繰越残高再設定」メニューを使用します。 

詳細は本章の［３．繰越残高再設定］をご参照ください。 

 

また、誤った年度からの繰越処理を防ぐため、「１．年度繰越」メニューは現時点の最新年度でなければ

起動しない仕様となっております。 

 

 

 画面構成 

 

【繰越】タブから［１．年度繰越］メニューを開くと、次の画面が表示されます。 

大きく分けて２つの機能で構成されています。 

 

 

① 繰越条件設定  年度繰越を行う際の条件を指定します。 

② メニューバー  実行する機能に応じたメニューが表示されています。 

 

各機能の詳細は次のとおりです。 
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 ① 繰越条件設定  

上から順に次の条件が表示されています。 

 

・年度確認 「現在の年度」には現在の処理年度が、「次年度」には「現在の年度」の期末データの 

繰越先となる、年度繰越後の処理年度が表示されます。 

・残高繰越 「現在の年度」に計上されている各科目の期末残高を翌年度に繰り越すか選択します。 

「しない」を選択すると残高は繰り越されず、翌年度の処理年度枠のみ追加されます。 

・予算額  「現在の年度」で入力している予算データについて、「次年度」にどのような形で 

繰り越すか選択します。次のいずれかにチェックします。 

１．繰り越さない 

現在の処理年度で作成した予算データは一切繰り越されません。 

翌年度の収支予算入力ではまっさらな科目名のみ表示された状態から入力します。 

２．本年度予算を来季の前年度予算として繰り越す 

現在の処理年度で作成した最後の予算データを、翌年度の収支予算入力画面では 

「前年度予算」として表示されるよう繰り越します。 

前年度予算を参照しながら、翌年度の当初予算を入力することができます。 

３．本年度予算を来季の前年度予算として繰り越す +  

本年度予算を来季の当初予算として繰り越す 

現在の処理年度で作成した最後の予算データを、翌年度の収支予算入力画面では 

「前年度予算」と翌年度の「当初予算」に表示されるよう繰り越します。 

翌年度の当初予算で、前年度と似た数字で予算を作成する際に入力する手間を 

省きます。 

４．本年度予算を来季の前年度予算として繰り越す +  

本年度に入力した翌年度予算を来季の当初予算として繰り越す 

現在の処理年度で作成した最後の予算データを、翌年度の収支予算入力画面では 

「前年度予算」として表示し、且つ現在の処理年度で「翌年度予算」として入力し 

た予算データを、翌年度の「当初予算」として表示されるよう繰り越します。 

「翌年度予算」区分に数字を入力している場合はこの条件を選択します。 

 

※年度繰越機能を使用して予算データを繰り越すほか、翌年度の収支予算入力画面で「予算金額 

複写」機能を使い、予算データを複写させることも可能です。詳細は【第５章 予算】内の 

［１．収支予算入力］で「実践（② 予算データの複写）」をご参照ください。 
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 ② メニューバー  

年度繰越のメニューバーに搭載されている機能は次のとおりです。 

これらのメニューは、マウスでクリックして処理するほか、キー名称の右横にカッコ書きで記載された

アルファベットをキーボード入力することでも処理できます。 

 

 

 

 エラーが出る場合 

 

最新の年度以外で［１．年度繰越］メニューを開こうとすると、エラーが出ます。 

既に作成されている年度に対し、二重で年度枠を作成しないようにするためです。 

 

例：既に年度繰越を行い、令和２年度の処理年度枠が作成されているのに、平成３１年度で再度 

［１．年度繰越］メニューを開こうとした場合 

 

「最新の年度が選択されていません！メニューから最新年度を選択してください。」という 

エラーメッセージが表示されます。 

 

この場合、「ＯＫ」をクリックすると、自動でホーム画面に戻り、次のメッセージが表示されます。 

「処理年度を変更します。よろしいですか？」という確認メッセージが表示されます。 

「はい」をクリックすると、最新年度へ切り替わります。 

「いいえ」を押すと、現在の処理年度のまま、ホーム画面に戻ります。 

 

最新の年度に切り替えた後は、「年度繰越」を行えます。 

既に一度「年度繰越」処理を行った後で、期末残高や予算の数字が変わり、再度データの繰り越しを

行いたい場合は、同じ【繰越】タブ内の［３．繰越残高再設定］から繰越処理を行います。 

※繰越残高再設定の詳細は本章の［３．繰越残高再設定］をご参照ください。 

 

  

キー 機能 詳  細 

ＯＫ（Ｙ） 実行 設定した条件で年度繰越を実行します。 

キャンセル（Ｃ） 中止 年度繰越処理を中止し、ホーム画面に戻ります。 
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 ２．年度繰越の取消 

 

同じ【繰越】タブ内の［１．年度繰越］で行った年度繰越を取り消します。 

年度繰越の取消を行うと、取り消される年度で入力したデータは全て破棄されます。 

破棄されたデータは復元できませんのでご注意ください。 

 

 取消方法 

 

本機能にはメニュー画面が無く、ホーム画面で「年度繰越の取消」をクリックすると確認メッセージが

表示されます。 

 

① 処理年度に、取消を行いたい年度が指定された状態で【繰越】タブから［２．年度繰越の取消］ 

メニューをクリックします。 

下図の場合、「R０２年度」の処理年度データを取り消します。 

※処理年度を切り替える場合は、ホーム画面の「処理年度」の右端にある▼をクリックして年度指定します。 

 

 

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」を押すと年度繰越の取消は 

行われないままホーム画面にもどります。 

 

③ 「年次繰越を取消しました、△△年度に戻ります。」という確認メッセージが表示されるので、 

「ＯＫ」をクリックします。 

 

④ ホーム画面の処理年度が切り替わります。これで年度繰越の取消は完了です。 

  取り消された年度のデータは全て破棄されます。復元は出来ませんのでご注意ください。 
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 エラーが出る場合 

 

最新の処理年度以外で［２．年度繰越の取消］メニューを開こうとすると、エラーが出ます。 

既に作成されている年度で、途中の年度のみ取り消されないようにするためです。 

 

例：既にＨ３１年度から令和２年度、令和２年度から令和３年度への年度繰越を行い、それぞれの 

処理年度枠が作成されているなか、令和２年度の取消しを行おうとした場合 

 

「最新の年度のみ、年次繰越の取消を行うことができます。」というエラーメッセージが表示されま 

す。 

 

この場合、「ＯＫ」をクリックすると、「処理年度を変更します。よろしいですか？」という確認メ

ッセージが表示されます。 

「はい」をクリックすると、最新年度へ切り替わります。 

「いいえ」を押すと、現在の処理年度のまま、ホーム画面に戻ります。 

 

最新の年度に切り替えた後は、「年度繰越の取消」を行えます。 

最新年度以外では処理年度の削除は行えません。データの大幅な修復が必要となった場合は、 

一度弊社サポートデスクまでお問合せください。 
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 ３．繰越残高再設定 

 

同じ【繰越】タブ内の［１．年度繰越］で新しい処理年度を作成した後の状態で、前の処理年度の決算

額や仕訳データ・予算額を変更した場合、最新の残高などのデータを翌年度へ再度繰り越す処理を行い

ます。 

 

なお、この処理は何度でも行えますが、予算額は前の処理年度の予算データで上書きされます。 

既に新しい年度で予算入力を行っている場合に、再度予算額を繰り越すと、前の処理年度の数字に 

上書きされますのでご注意ください。 

 

 画面構成 

 

【繰越】タブから［３．繰越残高再設定］メニューを開くと、次の画面が表示されます。 

大きく分けて３つの機能で構成されています。 

 

 

① 再繰越条件設定  年度繰越を行う際の条件を指定します。 

② 科目確認画面   現在の年度と再繰越を行う年度で相違のある科目を参照する画面です。 

③ メニューバー   実行する機能に応じたメニューが表示されています。 

 

各機能の詳細は次のとおりです。 
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 ① 再繰越条件設定  

上から順に次の条件が表示されています。 

 

・年度確認 「現在の年度」には現在の処理年度が、「次年度」には「現在の年度」の最新の期末データ 

      の再繰越先となる処理年度が表示されます。 

 

・残高繰越 「現在の年度」に計上されている各科目の最新の期末残高を翌年度に繰り越すか 

選択します。「しない」を選択すると残高は繰り越されません。 

 

・予算額  「現在の年度」で入力している予算データについて、「次年度」にどのような形で 

再繰越を行うか選択します。次のいずれかにチェックします。 

 

１．繰り越さない 

現在の処理年度で作成した予算データは一切繰り越されません。 

既に翌年度で作成済の収支予算データはそのままの状態で残ります。 

 

２．本年度予算を来季の前年度予算として繰り越す 

現在の処理年度で作成した最後の予算データを、翌年度の収支予算入力画面では 

「前年度予算」として表示されるよう繰り越します。 

前年度予算を参照しながら、翌年度の当初予算を入力することができます。 

 

３．本年度予算を来季の前年度予算として繰り越す +  

本年度予算を来季の当初予算として繰り越す 

現在の処理年度で作成した最後の予算データを、翌年度の収支予算入力画面では 

「前年度予算」と翌年度の「当初予算」に表示されるよう繰り越します。 

翌年度の当初予算で、前年度と似た数字で予算を作成する際に入力する手間を 

省きます。 

 

４．本年度予算を来季の前年度予算として繰り越す +  

本年度に入力した翌年度予算を来季の当初予算として繰り越す 

現在の処理年度で作成した最後の予算データを、翌年度の収支予算入力画面では 

「前年度予算」として表示し、且つ現在の処理年度で「翌年度予算」として入力し 

た予算データを、翌年度の「当初予算」として表示されるよう繰り越します。 

「翌年度予算」区分に数字を入力している場合はこの条件を選択します。 
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※既に翌年度で予算データを入力している場合、前年度の繰り越す予算データで数字が入っている 

科目は、繰り越される（現在の処理年度）の数字に上書きされます。現在の年度では入力無し 

（ブランク）で、翌年度の予算データに直接入力した数字はそのまま残ります。現在の年度の数字 

と翌年度で入力した数字が、科目により混在する場合があるのでご注意ください。 

 

※年度繰越機能を使用して予算データを繰り越すほか、翌年度の収支予算入力画面で「予算金額 

複写」機能を使い、予算データを複写させることも可能です。詳細は【第５章 予算】内の 

［１．収支予算入力］で「実践（② 予算データの複写）」をご参照ください。 

 

 

 

 ② 科目確認画面  

「現在の年度」にだけ存在している科目をピックアップします。 

年度繰越後に、決算処理などで科目追加を行った場合など、作成済の翌年度データに存在しない科目を

抽出し、繰り越す（翌年度にも科目を追加する）か判断します。 

 

［３．繰越残高再設定］メニューを開いた時点で、「現在の年度」のみ存在している（次年度には存在し

ない）科目があると、科目確認画面に科目情報が表示されます。 

 

 

次年度も必要となる科目の場合は、「選択」欄にチェックします（初期値はチェックが入った状態で 

表示されます）。残高が発生している科目は必ずチェックして繰越処理してください。 

その他の再繰越条件を設定し、繰越残高の再設定処理を行うと、同時に選択した科目を次年度の 

【設定】－［４．科目設定］メニュー内に自動で作成します。 
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「選択」欄のチェックを外してから繰越残高再設定処理を行った場合、その科目は次年度では作成され

ません。 

 

 

 ③ メニューバー  

繰越残高再設定のメニューバーに搭載されている機能は次のとおりです。 

これらのメニューは、マウスでクリックして処理するほか、キー名称の右横にカッコ書きで記載された

アルファベットをキーボード入力することでも処理できます。 

 

 

 

  

キー 機能 詳  細 

ＯＫ（Ｙ） 実行 設定した条件で繰越残高再設定を実行します。 

キャンセル（Ｃ） 中止 繰越残高再設定を中止し、ホーム画面に戻ります。 
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