
（2021 年 6 月 更新） 

FisCom 社会福祉法人会計 V6 操作マニュアル（保守／１８．支払先科目使用設定） 

294 

 

第９章 保守 

 

FisCom 社会福祉法人会計 V6 システムのバックアップやログインユーザ設定などを行います。 
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 １．バックアップ 

 

システムの現時点のデータをバックアップとしてシステム外に保存します。 

FisCom 社会福祉法人会計 V6 システムはリアルタイム更新を基本とするシステムです。編集・保存は

リアルタイムでデータに上書き・更新されます。 

システム設定を大幅に改修する場合等は、事前にバックアップを取ってから作業することを推奨します。 

 

◆ バックアップについて ◆ 

＜ クラウド版 ＞ 

FisCom 社会福祉法人会計 V6 システムの＜クラウド版＞をご利用頂いている場合、システム内

のデータは Microsoft Azure（マイクロソフト・アジュール）でクラウド上に保管されます。 

クラウド版のバックアップは毎日１回自動作成され、１週間分を保存していますが、１週間以上

前のデータに戻したい場合や、「○○日の○○時頃までのデータに戻す」など、細かい時間帯を指

定したバックアップデータの復元は難しい場合がございます。 

処理のミスなどにより、現在よりも前の状態にデータを戻したい場合、ユーザー自身のＰＣや外

部媒体にバックアップデータがあれば、その場でデータを復旧することができ、再入力を最小限

に留めることができます。 

 

＜ Ｃ／Ｓ版 ＞ 

＜スタンドアロン（Ｃ／Ｓ）版＞をご利用の場合、自動バックアップ機能はありませんので、 

本節でご案内する手順に従い、ユーザー自身で定期的にバックアップを作成することをお勧めし

ます。 

 

◆ 年度繰越処理のときにバックアップが作成されます ◆ 

【繰越】－［１．年度繰越］メニューから新年度の領域を作成する際、必ずバックアップファイルの

作成を求められます。詳細は【第７章 繰越】－［１．年度繰越］ページをご参照ください。 
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 バックアップの作成手順 

＜クラウド版＞＜Ｃ／Ｓ版＞どちらの場合も次の手順で、ご使用中のパソコンやパソコンに接続した 

外部媒体にバックアップデータを作成します。 

 

①【保守】タブ内の［１．バックアップ］メニューを開きます。 

②「保存先のパス（フォルダ）を指定」の枠内に、バックアップデータを作成する保存先を指定します。 

右端の「…」ボタンをクリックして、ＰＣ内やＵＳＢなどの外部媒体の保存先を選択します。 

保存先にバックアップ用のフォルダが無い場合は「新しいフォルダー」をクリックして新規でフォル

ダを作成し、「開く」をクリックします。 

▼例：デスクトップにバックアップデータの保存先「Back Up」フォルダを作成 

 

※保存先となるパスやフォルダに、漢字やひらがななど和文字を含むフォルダ名

が含まれていると正しくバックアップを作成できない場合があります。英字や

半角数字のフォルダ名を指定してください。 

③保存先となるフォルダを選択したら、バックアップファイルのファイル名を入力し、「開く」ボタンを

クリックします。システムのバックアップ画面に戻り、「保存先のパス」にパスが入力されたことを 

確認して「ＯＫ」をクリックします。 

▼例：デスクトップの「Back Up」フォルダにファイル名「20210401」として保存する場合 

 

※ファイル名は英数字のみ対応可能です。漢字やひらがな・カタカナは対応して

いません。 

※あらかじめパスが分かっている場合は、「保存先のパス（フォルダ）を指定」欄

に直接手入力していただいてもバックアップできます。 

末尾は「¥バックアップファイル名.bacpac」になるようご入力ください。 
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➃「バックアップ処理中です。しばらくお待ちください」という処理中画面が消えて、 

「処理が終了しました。」という完了メッセージが表示されれば、バックアップ完了です。 

メッセージは「ＯＫ」を押して閉じてください。 

    

⑤指定したファイルにバックアップファイルが作成されているかご確認ください。 

◆ エラーが表示される場合 ◆ 

「ファイルが見つかりませんでした。」などエラーメッセージが表示される場合は 

弊社サポートデスクまでお問い合わせください。 

※バックアップに必要なソフトウェア（Sqlpackage.exe）が未インストールの 

場合はエラーが発生します。バックアップ画面の「詳細設定を表示」を 

クリックして、「sqlpackage.exe のインストール場所」に正しいパスが 

入力されているかご確認ください。 

 

  

こんな機能も・・・ 

初期値として記憶 

次回以降のバックアップ作成時も同じ保存先を使用する場合は、保存先のパスを指定した後で 

「☑このバックアップ先を初期値として記憶」にチェックしておくと、次回［バックアップ］メニュー

を開いた際、現在の保存先が初期値としてあらかじめ入力された状態で表示されます。 

 

※保存先のパス末尾のバックアップファイル名も前回と同じままでバックアップを実行すると、 

以前作成したバックアップファイルに上書きされます。 

前回のバックアップファイルを保管したまま、別のバックアップファイルを作成する場合は 

末尾のバックアップファイルを変更してからバックアップを実行してください。 
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 バックアップファイルの復元 

 

バックアップファイルの復元は弊社で処理致します。 

復元をご希望の際は弊社サポートデスクまでお問合せください。 
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 ７．ログインユーザ設定 

本システムは起動時にログインＩＤとパスワードを入力して、システムを操作できる状態にします。 

「ログインユーザ設定」では、ログイン時に必要な情報をユーザごとに登録・管理しています。 

ログインユーザ設定は全年度で共通の設定です。修正した場合すべての年度に修正内容が反映します。 

初期導入時には既にユーザ設定が完了した状態で納品いたします。使用途中でユーザを追加・修正する

場合は本節の内容をご参照ください。 

 

 設定方法（新規） 

ホーム画面の【保守】タブから［７．ログインユーザ設定］メニューをクリックして、ログインユーザ

設定画面を表示します。 

画面下部のメニューバーから「F1 新規」をクリックします。 

画面が＜新規登録＞状態になり、画面下半分のログインユーザ情報入力画面が編集可能な状態になるの

で、必要情報を入力します。 

 

・ログインＩＤ システムにログインする際に入力するＩＤを設定します。（半角英数字１０桁まで） 

既に登録済の他のユーザと同じＩＤは登録できません。 

・パスワード  システムログイン時に入力するパスワードを設定します。（半角英数字１０桁まで） 

        パスワードは任意です（未入力も可）。英字のみ・数字のみでも登録可能です。 

※ログイン ID とパスワードは、ログイン時に記憶させておくことで毎回の入力を

省略できます。詳細は【第１章 はじめに】内の［システムを開始する／終了

する］をご参照ください。 

・ユーザー名  ログイン中のホーム画面や、伝票作成時の担当者名、または帳票印刷時のタイム 

スタンプとして表示される名称を設定します。（全角・半角ともに１５文字まで） 

・権限     該当の権限をリストから選択します。 

        ＊権限とは 

ユーザーごとに使用・閲覧できるメニューを制限する場合、権限レベルを元に設定します。

詳細は本章の［１０．権限マスタ］をご参照ください。 

 



（2021 年 6 月 更新） 

FisCom 社会福祉法人会計 V6 操作マニュアル（保守／７．ログインユーザ設定） 

300 

 

必要情報の入力が終わったら、画面下部のメニューバーから「F1 登録」をクリックします。 

「表示中のデータを登録します。よろしいですか？」という確認メッセージが表示されたら「はい」を

クリックします。 

ユーザ一覧画面に追加されれば新規作成完了です。 

◆ 中止 ◆ 

新規入力作業を中止する場合は、画面下部のメニューバーから「F4 中止」をクリックします。 

「表示のデータを保存しますか？」という確認メッセージが表示されます。 

「はい」の場合、現時点で入力している内容が保存されます。必須項目に不備があるとエラーメッ

セージが表示されます。 

◆ 終了 ◆ 

ログインユーザ設定を終了する場合は、画面下部のメニューバーから「F8 閉じる」をクリックし

ます。ログインユーザ設定メニューが閉じて、ホーム画面に戻ります。 

 

 

 設定方法（修正・削除） 

既存のユーザ設定を修正または削除する場合は、一覧から該当のユーザ情報を選択し、画面下部の 

メニューバーから「F2 修正」をクリックします。 

選択されたユーザ情報は背景が青色で表示されます。 

 

◆ 修正 ◆ 

ユーザ情報を残したまま、内容を修正する場合は、該当箇所を手入力で修正していきます。 

修正作業が完了したらメニューバーから「F1 登録」をクリックします。 

修正作業を中断する場合は「F4 中止」をクリックします。 

 

◆ 削除 ◆ 

※既に対象のユーザ情報から伝票入力などを行っている場合は削除を行わずに「ログイン不許可」を

ご利用ください。 

 

ユーザ情報自体を削除する場合、メニューバーから「F2 削除」をクリックします。 

「表示のデータを削除します。よろしいですか？」という確認メッセージが表示されるので「はい」

をクリックします。「いいえ」をクリックすると、修正画面に戻ります。 
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 ログイン不許可 

登録済のユーザ情報で、既に伝票入力などの作業を行っているが、今後使用しない場合などは、削除で

なく「ログイン不許可」の設定を行うことでログインできない＝使用不可とすることができます。 

 

一覧から該当のユーザを選択し、画面下部のメニューバーから「F2 修正」をクリックします。 

修正画面から「ログイン不許可」横のチェックボックスにチェックしてメニューバーから 

「F1 登録」をクリックします。 

 

 

ログイン不許可となったユーザ情報は、一覧の「ログイン不許可」欄にチェックが入っており、一覧で

判別しやすくなっています。 

 

 

ログイン不許可となったユーザ情報でログインしようとすると、「ユーザ名かパスワードが一致しません」

というエラーメッセージが表示されます。 
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 ８．パスワード設定 

 

各ユーザのログイン時のパスワードは［７．ログインユーザ設定］画面で設定するほか、［８．パスワー

ド設定］メニューで現在ログインしているユーザのパスワードを変更することができます。 

 

このメニューで設定したパスワードの情報は、リアルタイムで［７．ログインユーザ設定］に反映しま

す。 

 

 設定方法 

 

【保守】タブ内の［８．パスワード設定］メニューを開くと次の画面が表示されます。 

各項目を手入力します。 

 

 

・現在のパスワード     現在設定されているパスワードを入力します。 

              元々パスワードを設定していない場合はブランクのままにします。 

・変更後パスワード     設定したいパスワードを入力します。（半角英数字１０桁まで） 

ルールは特になく、英字のみ・数字のみでも登録可能です。 

パスワード未入力でログインしたい場合はブランクのままにします。 

・変更後パスワード確認入力 「変更後パスワード」を再度入力します。 

 

入力が完了したら「ＯＫ」をクリックします。「パスワードを変更します。宜しいですか？」という確認

メッセージが表示されたら「はい」をクリックします。「変更しました。」というメッセージが表示され

れば設定完了です。「ＯＫ」を押してホーム画面に戻ります。 

「いいえ」をクリックすると編集中の画面に戻ります。 

 

新たに設定したパスワード情報は、次回ログイン時から適用されます。 
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 ９．メニューマスタ 

ユーザの権限に応じて、使用できるメニューを制限することができます。 

権限に関する詳細は本章の［１０．権限マスタ］をご参照ください。 

 

 設定方法 

【保守】タブ内の［９．メニューマスタ］メニューを開くと次の画面が表示されます。 

画面左側が現時点の権限レベルの設定内容で、右側には「権限種類一覧」が表示されています。 

 

権限レベル 0 のメニューは、は全員に権限が付与されているのでどなたでも使用できます。 

科目や各種マスタ設定に関するメニューなど、日常の業務で使用しないメニューを本部などが管理する

場合、現場の職員が誤って操作することのないよう、権限レベルを上げることで使用メニューの制限が

可能です。 

① 画面下部のメニューバーから「F2 修正」をクリックします。 

② 使用を制限したいメニューの権限レベルを修正します。 

  例：科目設定の権限レベルを０から２に修正 

⇒この操作により、レベル２より下の権限（１と０）を持つユーザは科目設定メニューを使用できません。 

  ③ 画面下部のメニューバーから「F1 登録」をクリックして作業完了です。 

※使用を制限したいユーザがどの権限レベルに属しているかは、［７．ログインユ

ーザ設定］から確認できます。また、複数のユーザが同じ権限レベルに所属して

いる場合、設定した権限レベルの全ユーザーが制限の対象となります。個別に使

用権限を変えたい場合は［１０．権限マスタ］から権限レベルの追加を行い、そ

れぞれのユーザに権限を付与してください。 
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 １０．権限マスタ 

ユーザに対して各メニューの使用・閲覧の権限を設定する際に必要な権限レベルの設定を行います。 

※ユーザの設定に関しては［７．ログインユーザ設定］、権限の使用方法について

は［９．メニューマスタ］をご参照ください。 

 

 設定方法 

【保守】タブ内の［１０．権限マスタ］メニューを開くと次の画面が表示されます。 

 

 新規追加  

画面下部のメニューバーから「F1 新規」をクリックすると、新規入力画面が開きます。 

「権限名称」と「権限レベル」を入力します。 

 ・権限名称  権限の名称を入力します。（全角２０文字まで）例：一般、本部 など 

・権限レベル その権限のレベルを入力します。（半角数字２桁まで） 

入力が終わったら、画面下部のメニューバーから「F1 登録」をクリックして作業完了です。 

 修正  

画面下部のメニューバーから「F2 修正」をクリックして修正画面を開きます。 

「権限名称」「権限レベル」に入力されている内容を修正し、「F1 登録」をクリックします。 

修正した内容は、次回ログイン時から適用されます。 
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 １１.拠点別ログインユーザ設定 

 

［７．ログインユーザ設定］で設定したユーザについて、拠点ごとに閲覧・使用権限を制限します。 

ユーザの自拠点のみ使用・閲覧できるようにすることで、他拠点への誤入力を防ぎます。 

 

 設定方法 

 

【保守】タブから［１１．拠点別ログインユーザ設定］メニューをクリックします。 

画面上部で拠点を選択して、画面下部のメニューバーから「F1 表示」をクリックします。 

※（全体合計）と各拠点ごとの設定は連動しません。それぞれで使用権限の設定が可能です。 

 

表示した拠点の使用権限があるユーザは「使用」欄にチェックが入っています。 

その拠点の権限を外したいユーザはチェックを外し、権限を付与する場合はチェックします。 

 

 

画面下部のメニューバーから「F1 登録」をクリックして作業完了です。 

「更新を行います。宜しいですか？」という確認メッセージが表示されたら「はい」をクリックします。

「いいえ」をクリックすると、編集中の画面に戻ります。 

 

ユーザは、「使用」欄にチェックが入っている拠点のみデータの作成・閲覧が可能です。 
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 １３.データロック 

各メニューのデータをロックすることで、本来の年度と異なる年度への誤入力などを防ぎます。 

データロックは処理年度ごとに、「月次ロック」「予算ロック」「年度ロック」がございます。 

この処理は法人全体、または拠点ごとに設定が可能です。 

 

 ロック方法（各拠点） 

拠点ごとに「月次ロック」「予算ロック」「年度ロック」が可能ですが、いずれもチェックの有無で 

ロックまたは解除が可能です。 

※事前に処理年度に間違いが無いかご確認ください。 

① リストから拠点区分を選択し、メニューバーから「F1 表示」をクリックします。 

③ 「月次ロック」「予算ロック」「年度ロック」を行います。 

  各項目のチェックボックスにチェックを入れるとロックが掛かり、 

チェックを外すとロックが解除されます。 
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 月次ロック  

月次ロックを行うと、次の機能が制限されます。 

・【日次】タブ内の［１．仕訳入力］メニューから仕訳入力・修正 

 

 予算ロック  

予算ロックを行うと、次の機能が制限されます。 

・【予算】タブ内の［１．収支予算入力］メニューから予算入力 

         ［４．予算区分設定］メニューから予算区分追加・修正（全拠点） 

・【設定】タブ内の［１３．予算区分設定］メニューから予算区分追加・修正（全拠点） 

 

 年度ロック  

年度ロックは「月次ロック」「予算ロック」と異なり、その処理年度全体の機能をロックします。 

※「年度ロック」は法人全体のロックと連動します。 

・【日次】タブ内の［１．仕訳入力］メニューから仕訳入力・修正 

・【予算】タブ内の［１．収支予算入力］メニューから予算入力 

         ［４．予算区分設定］メニューから予算区分追加・修正（全拠点） 

・【決算】タブ内の［７．計算書類に対する注記入力］メニューから注記作成・編集 

         [１３．財産目録入力]メニューから目録作成・編集 

         [２１．予備費充当額入力]メニューから充当額の入力・編集 

・【設定】タブ内の［３．法人設定］メニュー内の処理 

         ［４．科目設定］メニュー内の処理 

         ［５．支払先設定］メニュー内の処理 

         ［９．資金収支対応設定］メニュー内の処理 

         ［１０．科目開始残高設定］メニュー内の処理 

         ［１３．予算区分設定］メニューから予算区分追加・修正（全拠点） 

         ［１４．拠点設定］メニュー内の処理 

         ［１５．サービス区分設定］メニュー内の処理 

         ［１６．科目使用設定］メニュー内の処理 

         ［１７．固定科目設定］メニュー内の処理 
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 ロック方法（法人全体） 

複数の拠点、または全拠点に対して年度ロックを掛ける場合は、法人全体を選択してロック処理すると 

スムーズです。 

 

① 画面右上に表示されている処理年度が正しいか確認します。 

  年度を切り替える場合は、ホーム画面で変更します。 

 

② 処理年度の右隣にある拠点区分リストから「（全体設定）」を選択し、画面下部のメニューバーから 

「F1 表示」をクリックして、法人全体のロック状態を表示します。 

 

③ 拠点が一覧表示されるので、年度ロックを行いたい拠点にチェックします。 

逆に、年度ロックを解除したい拠点は「ロック」のチェックを外します。 

 

 

④ 画面下部のメニューバーから「F1 実行」をクリックします。 

「表示内容でロック処理を行います。宜しいですか？」という確認メッセージが表示されたら 

「はい」をクリックして修正したロック状態を登録します。 

 

※（全体設定）のロックは各拠点の「年度ロック」と連動します。 
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 １９．データ再集計 

 

基本的に、各拠点でご入力いただいたデータはリアルタイムで共有できますが、ネットワークやシステ

ムの不具合などで、まれに最新の状態でない場合がございます。 

システム内のデータを最新の状態にする場合、「データ再集計」を行います。 

日常の業務では使用しない機能です。 

また、データが最新の状態でなくなった場合、多数の原因が想定されるため、「データ再集計」処理だけ

では解消できないケースもございます。 

万が一データが最新でない状態になってしまった場合は、お手数ですが弊社サポートデスクまでお問合

せください。 

 

 使用方法 

【保守】タブ内の［１９．データ再集計］メニューをクリックすると次の画面が表示されます。 

 

画面下部のメニューバーから「F1 実行」をクリックします。 

「再集計を行います。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。 

◆ エラーが表示される場合 ◆ 

再集計を行うとエラーが出る場合がございます。 

実行ボタンを押したあとで「再集計を行えませんでした。」と表示された場合は、原因を確認いたしま

すので、お手数ですが弊社サポートデスクまでお問合せください。 
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 ２１．ローカル設定 

ユーザーのローカル環境（使用するＰＣ）に紐づく諸設定を行うメニューです。 

このメニューでは、ログインユーザーでなく、使用するＰＣに紐づけて設定するため、 

１台のＰＣで複数のユーザーを使い分けている場合、両方のユーザーに適用されます。 

【保守】タブ内の［２１．ローカル設定］メニューをクリックすると次の画面が表示されます。 

 

画面下部のメニューバーから「F2 修正」をクリックすると、画面が修正状態になり、 

各設定内容を修正することができます。 

修正後、メニューバーから「F1 登録」をクリックすれば設定内容が反映されます。 

各種設定の詳細は次のとおりです。 

 

 終了時確認ダイアログ表示 

本システムを終了するため、「終了 F8」ボタンを押したときに確認メッセージを表示するか選択でき

ます。該当の区分をクリックして選択します。 

終了時の確認ダイアログは、誤って「終了」をクリックしてしまった際に、システムを閉じずに作業を

続けられるよう付与された機能です。 

・ダイアログ表示「しない」 システムを閉じる際、「終了」ボタンを押すとすぐに終了します。 

・ダイアログ表示「する」  システムを閉じる際、「終了」ボタンを押すと確認メッセージが 

              表示されます。 

▼ダイアログ表示「する」の場合 

「終了 F8」をクリックすると、「システムを終了しますか？」という確認メッセージが表示されます。「は

い」をクリックするとシステムは終了し画面が閉じます。 

「いいえ」をクリックすると、ホーム画面に戻ります。 
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 表示スケール 

ご利用のＰＣの種類やディスプレイの拡大・縮小設定によっては、本システム内のメニューが見切れて

しまったり、帳票印刷の際にレイアウトがずれてしまう場合があります。 

メニュー画面や帳票印刷にズレが生じた場合には、「表示スケール」を拡大・縮小してご利用のＰＣ規格

に合ったスケールに変更してください。 

表示スケールは次の３パターンを用意しており、リストから選択します。 

・１００％     ・１２５％     ・１５０％ 

※上記設定でもレイアウトに不具合が出る場合は、個別に対応が可能か社内で 

確認が必要です。お手数ですが弊社サポートデスクまでお問合せください。 

 

 

 設定プリンタ 

本システムから帳票などを印刷する際、ご利用のＰＣで設定している既定のプリンタ以外のプリンタか

ら出力したい場合、または白黒印刷で固定したい場合は、ここでプリンタを設定します。 

既定のプリンタでカラー印刷する場合は、ブランクのままで問題ありません。 

※どのプリンタが既定プリンタとして登録されているかは、お使いのＰＣ環境に

より異なります。パソコンの設定をご確認ください。 

例：ＰＣの設定上、既定プリンタは「Ａ００１」で設定されているが、システムから出力する帳票は 

  「Ｂ００２」のコピー機から印刷したい。 

▼「設定プリンタ」欄にプリンタ名を入力します。 

 

 

入力後、通常通り帳票印刷を行うと、指定したプリンタから印刷されます。 

初めて設定後は、念のためまとめて印刷せずに、テスト印刷として１枚だけ印刷してみてください。 

白黒印刷で固定する場合は、ＰＣ上で対象プリンタを白黒印刷になるよう設定し、そのプリンタ名を入

力すると、システムから帳票を出力する際に白黒印刷で固定されます。 

※カラー／白黒の設定方法はお使いのプリンタにより異なります。各種メーカー

にお問合せください。 

 



（2021 年 6 月 更新） 

FisCom 社会福祉法人会計 V6 操作マニュアル（保守／２１．ローカル設定） 

312 

 

 拠点設定 

本システムの基本設定として、仕訳入力時に選択する拠点は、最後に使用した拠点がそのまま表示され

る仕様となっています。 

（例：本部→幼稚園→保育園 の順で拠点リストが並んでおり、最後に保育園拠点で仕訳入力すると、 

次回仕訳入力の画面を開いたとき初期値で保育園部門が表示される） 

 

この設定について、初期値として表示される拠点を固定したい場合にはここで設定を行います。 

 

「設定する」にチェックし、初期表示として固定したい拠点を選択します。 

 

 

この処理により、仕訳入力画面の初期値では必ず固定された拠点が表示されるようになります。 

（手動で他の拠点に切り替えることは可能です。） 

 

 

 仕訳入力ダイアログ表示 

 

「仕訳入力ダイアログ表示」を「する」にすると、【日次】－［１．仕訳入力］メニューで仕訳を 

入力し保存する際、保存が完了すると「[伝票番号：xx]で登録しました。」という確認ダイアログが表示

されるようになります。 

「しない」にすると、登録時に伝票番号の確認ダイアログは表示されません。仕訳検索などの機能を 

使い伝票番号を確認してください。 
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