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◆◆ 福祉大臣福祉大臣NXNX 2.502.50シリーズとは？シリーズとは？

平成24年会計基準、平成12年会計基準両⽅に対応

◆◆ 福祉大臣福祉大臣NXNX 2.502.50シリーズとは？シリーズとは？

平成24年会計基準、平成12年会計基準両⽅に対応
福祉大臣NX2.50シリーズは、新しい社会福祉法人会計基準（平成

平成24年会計基準だけでなく、現在の会計基準（
会計基準、授産施設会計基準など、様々な社会福祉法人の会計に対応。

・今年は現⾏の会計基準でやりたいが、

練習で新会計でもやってみたい
そのため

練習で新会計でもやってみたい
・過去の会計データも同じパソコンで
⾒れるようにしたい

そのため

のようなのような

シリーズとは？シリーズとは？

年会計基準両⽅に対応

シリーズとは？シリーズとは？

年会計基準両⽅に対応
シリーズは、新しい社会福祉法人会計基準（平成24年会計基準）に完全対応。

年会計基準だけでなく、現在の会計基準（12年会計基準）や、指導指針、就労⽀援事業
会計基準、授産施設会計基準など、様々な社会福祉法人の会計に対応。

・今年は現⾏の会計基準でやりたいが、

練習で新会計でもやってみたい!!練習で新会計でもやってみたい!!
・過去の会計データも同じパソコンで
⾒れるようにしたい!!

のような場合も福祉大臣では対応可能！のような場合も福祉大臣では対応可能！
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◆◆ 福祉大臣の目玉①福祉大臣の目玉①

応研応研応研応研福祉大臣福祉大臣福祉大臣福祉大臣NX NX NX NX でででで

◆◆ 福祉大臣の目玉①福祉大臣の目玉①

決算書・試算表から元帳、元帳から伝票を呼び出すことができます。決算書・試算表から元帳、元帳から伝票を呼び出すことができます。決算書・試算表から元帳、元帳から伝票を呼び出すことができます。決算書・試算表から元帳、元帳から伝票を呼び出すことができます。決算書・試算表から元帳、元帳から伝票を呼び出すことができます。決算書・試算表から元帳、元帳から伝票を呼び出すことができます。決算書・試算表から元帳、元帳から伝票を呼び出すことができます。決算書・試算表から元帳、元帳から伝票を呼び出すことができます。

元元元元 帳帳帳帳

決算書・試算表決算書・試算表決算書・試算表決算書・試算表

＊集計（再計算）は不要＊集計（再計算）は不要＊集計（再計算）は不要＊集計（再計算）は不要＊ダイレクトジャンプ機能＊ダイレクトジャンプ機能＊ダイレクトジャンプ機能＊ダイレクトジャンプ機能

試算表や決算書画面から金額を修

正したい場合は、伝票入力画面が
直接開き、即修正ができます！

伝票入力したものが試算表・決算書へ即時に反

映されるので、集計（再計算）をかける手間があ
りません。

業務効率アップ！！業務効率アップ！！業務効率アップ！！業務効率アップ！！

決算書・試算表から元帳、元帳から伝票を呼び出すことができます。決算書・試算表から元帳、元帳から伝票を呼び出すことができます。決算書・試算表から元帳、元帳から伝票を呼び出すことができます。決算書・試算表から元帳、元帳から伝票を呼び出すことができます。決算書・試算表から元帳、元帳から伝票を呼び出すことができます。決算書・試算表から元帳、元帳から伝票を呼び出すことができます。決算書・試算表から元帳、元帳から伝票を呼び出すことができます。決算書・試算表から元帳、元帳から伝票を呼び出すことができます。

伝伝伝伝 票票票票

＊かんたん伝票入力＊かんたん伝票入力＊かんたん伝票入力＊かんたん伝票入力

科目コードを覚える必要がなく

ｲﾆｼｬﾙで簡単検索できます！

＊集計（再計算）は不要＊集計（再計算）は不要＊集計（再計算）は不要＊集計（再計算）は不要
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伝票入力したものが試算表・決算書へ即時に反

映されるので、集計（再計算）をかける手間があ
りません。



◆◆ 福祉大臣の目玉②福祉大臣の目玉②◆◆ 福祉大臣の目玉②福祉大臣の目玉②

＊かんたん伝票入力＊かんたん伝票入力＊かんたん伝票入力＊かんたん伝票入力!!!!!!!!

振替伝票そのままの振替伝票そのままの

実務に即した効率的

な⼊⼒画⾯。

直感的に操作できる

ため、初心者でもす

ぐに使いこなせます。ぐに使いこなせます。

※1対1仕訳伝票も対応可能!!

4444

※1対1仕訳伝票も対応可能!!



◆◆ 福祉大臣の目玉③福祉大臣の目玉③◆◆ 福祉大臣の目玉③福祉大臣の目玉③

伺い伝票入力後、伺い書を印刷し、決裁がおりたものは「決裁処理」を伺い伝票入力後、伺い書を印刷し、決裁がおりたものは「決裁処理」を伺い伝票入力後、伺い書を印刷し、決裁がおりたものは「決裁処理」を伺い伝票入力後、伺い書を印刷し、決裁がおりたものは「決裁処理」を

＊伺い伝票入力＊伺い伝票入力＊伺い伝票入力＊伺い伝票入力

おこなえば、振替伝票へ起票されます。おこなえば、振替伝票へ起票されます。おこなえば、振替伝票へ起票されます。おこなえば、振替伝票へ起票されます。

＊伺い書一覧表画面＊伺い書一覧表画面＊伺い書一覧表画面＊伺い書一覧表画面

伺い伝票入力後、伺い書を印刷し、決裁がおりたものは「決裁処理」を伺い伝票入力後、伺い書を印刷し、決裁がおりたものは「決裁処理」を伺い伝票入力後、伺い書を印刷し、決裁がおりたものは「決裁処理」を伺い伝票入力後、伺い書を印刷し、決裁がおりたものは「決裁処理」を

＊伺い書＊伺い書＊伺い書＊伺い書

＊伺い書はお客様独自の＊伺い書はお客様独自の

レイアウトも可能です!!
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◆◆ 福祉大臣福祉大臣NXNX SuperSuper 2.502.50

福祉大臣NX Super Ver2.50では以下の機能に対応

◆◆ 福祉大臣福祉大臣NXNX SuperSuper 2.502.50

福祉大臣NX Super Ver2.50では以下の機能に対応
●平成24年度会計基準科目体系に対応

データ作成時にH24会計基準に則した科目体系を自動作成。データ作成時にH24会計基準に則した科目体系を自動作成。

●区分方法の対応

事業区分、拠点区分、サービス区分といった区分方法へ対応。

●決算帳票の対応●決算帳票の対応

出⼒ボタン⼀つで、新会計基準で⽰された財務諸表の出⼒に対応

●附属明細書の対応●附属明細書の対応

全19種類の附属明細書新様式に対応。⼊⼒した伝票を⾃動集計し出⼒可能。

●注記の対応

法人全体の注記及び拠点区分記載の注記の各様式に対応。法人全体の注記及び拠点区分記載の注記の各様式に対応。

●内部取引消去に対応

内部取引伝票を⾃動的に集計し、内部取引を消去した形で財務諸表を出⼒可能。

●リース会計に対応●リース会計に対応

リース契約内容の登録、減価償却資産との関連付けなど、リース会計に対応。

●その他機能UP満載●その他機能UP満載

2.502.50 機能一覧機能一覧

では以下の機能に対応

2.502.50 機能一覧機能一覧

では以下の機能に対応

会計基準に則した科目体系を自動作成。会計基準に則した科目体系を自動作成。

事業区分、拠点区分、サービス区分といった区分方法へ対応。

出⼒ボタン⼀つで、新会計基準で⽰された財務諸表の出⼒に対応

種類の附属明細書新様式に対応。⼊⼒した伝票を⾃動集計し出⼒可能。

法人全体の注記及び拠点区分記載の注記の各様式に対応。法人全体の注記及び拠点区分記載の注記の各様式に対応。

内部取引伝票を⾃動的に集計し、内部取引を消去した形で財務諸表を出⼒可能。

リース契約内容の登録、減価償却資産との関連付けなど、リース会計に対応。
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◆◆ 機能紹介機能紹介 〜科目体系〜〜科目体系〜

H24会計基準科目を標準装備

◆◆ 機能紹介機能紹介 〜科目体系〜〜科目体系〜

H24会計基準科目を標準装備
福祉大臣NX Super 2.50でデータを作成すると、
準」で示されている勘定科目を自動作成。

※福祉大臣NX Super2.00(H24会計基準評価バージョン※福祉大臣NX Super2.00(H24会計基準評価バージョン

示されている科目体系になります。

そのため、正式に新会計基準に対応するためには、「福祉大臣そのため、正式に新会計基準に対応するためには、「福祉大臣

バージョン）」にバージョンアップし、データ作成する必要があります。

データ新規作成時に、平成24年度会計基準で⽰されている勘定科目がすべて作成されます。
科目の省略(非表示)は、勘定科目登録で使用区分を「〇」から「科目の省略(非表示)は、勘定科目登録で使用区分を「〇」から「
また、小区分の科目追加については、「その他の○○」という予備の科目を用意しているので、
名称を変更するだけで簡単に科目を作成できます。

〜科目体系〜〜科目体系〜〜科目体系〜〜科目体系〜

でデータを作成すると、H23.07に公布された「新社会福祉法人会計基

会計基準評価バージョン)でデータ作成すると、会計基準案で会計基準評価バージョン)でデータ作成すると、会計基準案で

そのため、正式に新会計基準に対応するためには、「福祉大臣NX Super 2.50 （正式対応そのため、正式に新会計基準に対応するためには、「福祉大臣NX Super 2.50 （正式対応

バージョン）」にバージョンアップし、データ作成する必要があります。

年度会計基準で⽰されている勘定科目がすべて作成されます。

は、勘定科目登録で使用区分を「〇」から「×」に変更するだけです。
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は、勘定科目登録で使用区分を「〇」から「×」に変更するだけです。
また、小区分の科目追加については、「その他の○○」という予備の科目を用意しているので、
名称を変更するだけで簡単に科目を作成できます。



◆◆ 機能紹介機能紹介 〜区分⽅法への対応〜〜区分⽅法への対応〜

区分⽅法の変更「事業区分」「拠点区分」「サービス区分」に対応

◆◆ 機能紹介機能紹介 〜区分⽅法への対応〜〜区分⽅法への対応〜

区分⽅法の変更「事業区分」「拠点区分」「サービス区分」に対応
平成24年度会計基準では、会計の区分を「事業区分」「拠点区分」「サービス区分」に区分す
る必要があります。

福祉大臣NX Super2.50ではこの区分方法に対応しているので、お客様の法人に則した区分方福祉大臣NX Super2.50ではこの区分方法に対応しているので、お客様の法人に則した区分方
法を登録するだけでOK！

サービス区分を登録します。

サービス区分登録

サービス区分を登録します。

福祉⼤⾂では、伝票⼊⼒はここに⼊⼒して
いる区分で⼊⼒します。

〜区分⽅法への対応〜〜区分⽅法への対応〜

区分⽅法の変更「事業区分」「拠点区分」「サービス区分」に対応

〜区分⽅法への対応〜〜区分⽅法への対応〜

区分⽅法の変更「事業区分」「拠点区分」「サービス区分」に対応
年度会計基準では、会計の区分を「事業区分」「拠点区分」「サービス区分」に区分す

ではこの区分方法に対応しているので、お客様の法人に則した区分方ではこの区分方法に対応しているので、お客様の法人に則した区分方

事業・拠点登録

サービス区分登録で登録したサービス区分
を、事業・拠点登録で登録した事業区分、
拠点区分に所属させます。
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◆◆ 機能紹介機能紹介 〜決算帳票の対応〜〜決算帳票の対応〜

新会計基準で⽰された決算帳票（財務諸表）の出⼒に対応

◆◆ 機能紹介機能紹介 〜決算帳票の対応〜〜決算帳票の対応〜

新会計基準で⽰された決算帳票（財務諸表）の出⼒に対応
平成24年度会計基準の財務諸表は、例えば資⾦収⽀計算書では、
されています。（別紙3にも様式あり。）

福祉大臣NX Super2.50では、これらの様式をパターン設定しているので、パターンを選択す福祉大臣NX Super2.50では、これらの様式をパターン設定しているので、パターンを選択す
るだけで新会計基準の様式に⾒合った帳票を出⼒できます。

帳票集計時に出⼒帳票集計時に出⼒

パターンを選択

集計

データ作成時に出⼒パターンは設定済みです。

帳票を出⼒するときに、出⼒パターンと出⼒帳票を出⼒するときに、出⼒パターンと出⼒

したい「事業区分」又は「拠点区分」を選択
するだけで、新会計基準の様式に⾒合った財

務諸表を出⼒できます。務諸表を出⼒できます。

〜決算帳票の対応〜〜決算帳票の対応〜

新会計基準で⽰された決算帳票（財務諸表）の出⼒に対応

〜決算帳票の対応〜〜決算帳票の対応〜

新会計基準で⽰された決算帳票（財務諸表）の出⼒に対応
年度会計基準の財務諸表は、例えば資⾦収⽀計算書では、1号の1様式から4様式まで示

では、これらの様式をパターン設定しているので、パターンを選択すでは、これらの様式をパターン設定しているので、パターンを選択す
るだけで新会計基準の様式に⾒合った帳票を出⼒できます。

帳票集計時に出⼒帳票集計時に出⼒

パターンを選択
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◆◆ 機能紹介機能紹介 〜附属明細書の対応〜〜附属明細書の対応〜

新会計基準で⽰された附属明細書の出⼒に対応

◆◆ 機能紹介機能紹介 〜附属明細書の対応〜〜附属明細書の対応〜

新会計基準で⽰された附属明細書の出⼒に対応
平成24年度会計基準では、附属明細書の様式が新たに⽰されています。

福祉大臣NX Super2.50では、伝票で⼊⼒した情報を集計し、新会計基準で⽰された様式の附
属明細書の出⼒に対応しています。

福祉大臣NX Super2.50では、伝票で⼊⼒した情報を集計し、新会計基準で⽰された様式の附
属明細書の出⼒に対応しています。
■法人全体で作成する附属明細書
・借⼊⾦明細書

・寄附⾦収益明細書

・補助⾦事業等収益明細書

■拠点区分で作成する附属明細書
・積⽴⾦・積⽴資産明細書

・サービス区分間⼊⾦明細書

・サービス区分間貸付⾦

・寄附⾦収益明細書

・補助⾦事業等収益明細書

・事業区分間及び拠点区分間⼊⾦明細書

・事業区分間及び拠点区分間貸付⾦(借⼊⾦)明細書
・基本⾦明細書

・国庫補助⾦等特別積⽴⾦明細書

・サービス区分間⼊⾦明細書

・サービス区分間貸付⾦

・就労支援事業別事業活動明細書
・就労支援事業別事業活動明細書
・就労支援事業製造原価明細書
・就労支援事業製造原価明細書
・就労支援事業販管費明細書・就労支援事業販管費明細書
・就労支援事業販管費明細書
・就労支援事業明細書
・就労支援事業明細書
・授産事業費用明細書

出⼒出⼒

福祉⼤⾂では、伝票に⼊⼒した情報をもとに附属明細書を⾃動的に作成するので、作成作業を

軽減することができます。

〜附属明細書の対応〜〜附属明細書の対応〜

新会計基準で⽰された附属明細書の出⼒に対応

〜附属明細書の対応〜〜附属明細書の対応〜

新会計基準で⽰された附属明細書の出⼒に対応
年度会計基準では、附属明細書の様式が新たに⽰されています。

では、伝票で⼊⼒した情報を集計し、新会計基準で⽰された様式の附では、伝票で⼊⼒した情報を集計し、新会計基準で⽰された様式の附

■拠点区分で作成する附属明細書
・積⽴⾦・積⽴資産明細書

・サービス区分間⼊⾦明細書

・サービス区分間貸付⾦(借⼊⾦)明細書
・サービス区分間⼊⾦明細書

・サービス区分間貸付⾦(借⼊⾦)明細書
・就労支援事業別事業活動明細書
・就労支援事業別事業活動明細書(多機能事業所等用)
・就労支援事業製造原価明細書
・就労支援事業製造原価明細書(多機能事業所等用)
・就労支援事業販管費明細書・就労支援事業販管費明細書
・就労支援事業販管費明細書(多機能事業所等用)
・就労支援事業明細書
・就労支援事業明細書(多機能事業所等用)
・授産事業費用明細書

10101010

福祉⼤⾂では、伝票に⼊⼒した情報をもとに附属明細書を⾃動的に作成するので、作成作業を



◆◆ 機能紹介機能紹介 〜注記の対応〜〜注記の対応〜

新会計基準で⽰された注記の出⼒に対応

◆◆ 機能紹介機能紹介 〜注記の対応〜〜注記の対応〜

新会計基準で⽰された注記の出⼒に対応
平成24年度社会福祉法⼈会計基準では、注記の新様式（法⼈全体で記載するもの及び拠点区分
で記載するものの2種類）が示されています。福祉大臣
された注記に対応しています。された注記に対応しています。

出⼒出⼒

〜注記の対応〜〜注記の対応〜

新会計基準で⽰された注記の出⼒に対応

〜注記の対応〜〜注記の対応〜

新会計基準で⽰された注記の出⼒に対応
年度社会福祉法⼈会計基準では、注記の新様式（法⼈全体で記載するもの及び拠点区分

種類）が示されています。福祉大臣NX 新会計対応版では、新会計基準で示

11111111



◆◆ 機能紹介機能紹介 〜内部取引消去の対応〜〜内部取引消去の対応〜

内部取引消去に対応

◆◆ 機能紹介機能紹介 〜内部取引消去の対応〜〜内部取引消去の対応〜

内部取引消去に対応
平成24年度社会福祉法⼈会計基準では、内部取引（事業区分間、拠点区分間、サービス区分間
において⽣ずる取引）を、資⾦収⽀内訳表、事業活動内訳表を集計する際に消去して集計する

ことになります。ことになります。

福祉⼤⾂では、伝票⼊⼒時に内部取引区分を指定するだけで、集計時に⾃動的に内部取引消去

に集計するようになっています。に集計するようになっています。

伝票⼊⼒時に内部取引

レベルを指定

集計

帳票の出⼒様式を選択するだけで、内部取引帳票の出⼒様式を選択するだけで、内部取引

消去仕訳を集計します。

〜内部取引消去の対応〜〜内部取引消去の対応〜〜内部取引消去の対応〜〜内部取引消去の対応〜

年度社会福祉法⼈会計基準では、内部取引（事業区分間、拠点区分間、サービス区分間

において⽣ずる取引）を、資⾦収⽀内訳表、事業活動内訳表を集計する際に消去して集計する

福祉⼤⾂では、伝票⼊⼒時に内部取引区分を指定するだけで、集計時に⾃動的に内部取引消去

伝票⼊⼒時に内部取引

レベルを指定
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◆◆ 機能紹介機能紹介 〜リース会計の対応〜〜リース会計の対応〜

リース会計基準への対応

◆◆ 機能紹介機能紹介 〜リース会計の対応〜〜リース会計の対応〜

リース会計基準への対応
リース会計とは、300万円以上のリース契約については固定資産に計上する会計処理です。

リース契約と資産登録を関連付けることにより、リース会計処理に対応することができます。リース契約と資産登録を関連付けることにより、リース会計処理に対応することができます。

また、リース契約内容を登録することによって、リースの支払内容の仕訳を自動的に予約起票
することまでできます。

自動起票

対応付け

〜リース会計の対応〜〜リース会計の対応〜〜リース会計の対応〜〜リース会計の対応〜

万円以上のリース契約については固定資産に計上する会計処理です。

リース契約と資産登録を関連付けることにより、リース会計処理に対応することができます。リース契約と資産登録を関連付けることにより、リース会計処理に対応することができます。

また、リース契約内容を登録することによって、リースの支払内容の仕訳を自動的に予約起票

予約伝票

自動起票
支払内容の仕訳を予約伝票に起票します。

予約伝票

対応付け

資産登録

13131313

リース契約で購入した資産を資産登録に登録

します。



◆◆ 機能紹介機能紹介 〜合算処理機能〜〜合算処理機能〜

合算処理機能

◆◆ 機能紹介機能紹介 〜合算処理機能〜〜合算処理機能〜

合算処理機能
各事業（拠点・サービス）区分のデータ領域を分けて作成する場合は、合算処理を⾏う必要が

あります。

福祉大臣NX Super2.50では合算処理機能が強化されているので、簡単に法⼈全体の合算処理福祉大臣NX Super2.50では合算処理機能が強化されているので、簡単に法⼈全体の合算処理
を⾏うことができ、決算帳票を集計することができます。

合算するデータをグループ管理が可能になっています。

事業区分や拠点区分を集計グループとして設定することにより、事業区分や拠点区分を集計グループとして設定することにより、

H24

可能になります。

「事業区分」「拠点区分」「サービス区分」の合

算も、法人全体を合算するだけですべて対応可能。

〜合算処理機能〜〜合算処理機能〜〜合算処理機能〜〜合算処理機能〜

各事業（拠点・サービス）区分のデータ領域を分けて作成する場合は、合算処理を⾏う必要が

では合算処理機能が強化されているので、簡単に法⼈全体の合算処理では合算処理機能が強化されているので、簡単に法⼈全体の合算処理

を⾏うことができ、決算帳票を集計することができます。

合算するデータをグループ管理が可能になっています。

事業区分や拠点区分を集計グループとして設定することにより、事業区分や拠点区分を集計グループとして設定することにより、

H24年基準で集計が必要な「事業区分」「拠点区分」の集計が

可能になります。
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◆◆ 機能紹介機能紹介 〜事業科目⼊⼒制限〜〜事業科目⼊⼒制限〜

事業科目⼊⼒制限

◆◆ 機能紹介機能紹介 〜事業科目⼊⼒制限〜〜事業科目⼊⼒制限〜

事業科目⼊⼒制限
平成24年度会計基準では、全ての社会福祉法⼈の事業を合算して出⼒するようになっています。

新会計基準で示された勘定科目も全ての社会福祉法人の科目が合わさった科目になっているの
で、科目数が膨⼤になっており、検索も⼤変になります。

新会計基準で示された勘定科目も全ての社会福祉法人の科目が合わさった科目になっているの
で、科目数が膨⼤になっており、検索も⼤変になります。

福祉大臣NX Super2.50では、事業科目⼊⼒制限機能を搭載。

指定の事業で使⽤する科目しか検索しないようにすることができるので、伝票⼊⼒もスムーズ指定の事業で使⽤する科目しか検索しないようにすることができるので、伝票⼊⼒もスムーズ

に⾏うことができます。

▼事業科目⼊⼒制限画⾯

［事業科目⼊⼒制限］機能で、伝票⼊⼒など科目検索時に、指定の事業のみで使⽤する科目を検

索することが可能です。平成24年度会計基準では、勘定科目が⼤幅に増えていますが、これで安
［事業科目⼊⼒制限］機能で、伝票⼊⼒など科目検索時に、指定の事業のみで使⽤する科目を検

索することが可能です。平成24年度会計基準では、勘定科目が⼤幅に増えていますが、これで安
心して運用することが可能です。

〜事業科目⼊⼒制限〜〜事業科目⼊⼒制限〜〜事業科目⼊⼒制限〜〜事業科目⼊⼒制限〜

年度会計基準では、全ての社会福祉法⼈の事業を合算して出⼒するようになっています。

新会計基準で示された勘定科目も全ての社会福祉法人の科目が合わさった科目になっているの
で、科目数が膨⼤になっており、検索も⼤変になります。

新会計基準で示された勘定科目も全ての社会福祉法人の科目が合わさった科目になっているの
で、科目数が膨⼤になっており、検索も⼤変になります。

では、事業科目⼊⼒制限機能を搭載。

指定の事業で使⽤する科目しか検索しないようにすることができるので、伝票⼊⼒もスムーズ指定の事業で使⽤する科目しか検索しないようにすることができるので、伝票⼊⼒もスムーズ

選択した事業で使用する科目以外のチェックを選択した事業で使用する科目以外のチェックを

外します。

例えば、特養の場合、就労⽀援事業の科目の

チェックを外していると、伝票⼊⼒時の科目検

索の対象外となります。索の対象外となります。

［事業科目⼊⼒制限］機能で、伝票⼊⼒など科目検索時に、指定の事業のみで使⽤する科目を検

年度会計基準では、勘定科目が⼤幅に増えていますが、これで安

15151515

［事業科目⼊⼒制限］機能で、伝票⼊⼒など科目検索時に、指定の事業のみで使⽤する科目を検

年度会計基準では、勘定科目が⼤幅に増えていますが、これで安



◆◆ 機能紹介機能紹介 〜決算整合性チェック〜〜決算整合性チェック〜

決算帳票の整合を自動チェック

◆◆ 機能紹介機能紹介 〜決算整合性チェック〜〜決算整合性チェック〜

決算帳票の整合を自動チェック
福祉大臣NX 新会計対応版には、決算整合性チェック機能を搭載。

社会福祉法人会計基準の決算帳票で一致しなければならない点を確実にチェックします。社会福祉法人会計基準の決算帳票で一致しなければならない点を確実にチェックします。

一致しない場合は、どこで設定を間違っているのかを、決算整合性チェック機能がお知らせし
てくれます。

資⾦科目の

チェック 対応科目の
チェック

期首残高の
チェック

期首残高の
チェック

〜決算整合性チェック〜〜決算整合性チェック〜〜決算整合性チェック〜〜決算整合性チェック〜

新会計対応版には、決算整合性チェック機能を搭載。

社会福祉法人会計基準の決算帳票で一致しなければならない点を確実にチェックします。社会福祉法人会計基準の決算帳票で一致しなければならない点を確実にチェックします。

一致しない場合は、どこで設定を間違っているのかを、決算整合性チェック機能がお知らせし

期首残高の期首残高の
チェック

仕訳の
チェック
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◆◆ 福祉大臣福祉大臣NXNX SuperSuper 2.502.50

H24年度会計基準に対応するためにはバージョンアップが必要

◆◆ 福祉大臣福祉大臣NXNX SuperSuper 2.502.50

H24年度会計基準に対応するためにはバージョンアップが必要
平成24年度会計基準に対応するためには、福祉⼤⾂を「福祉⼤⾂
ンアップする必要があります。

①新会計への対応
平成24年度会計基準に対応するためには、福祉⼤⾂を「福祉⼤⾂
ジョンアップする必要があります。ジョンアップする必要があります。
②効率よい作業
福祉大臣NX Super2.50は、新会計に必要な機能をすべて搭載。
また、機能UPも⾏っているので、会計作業の効率化を図れます。また、機能UPも⾏っているので、会計作業の効率化を図れます。

・福祉大臣・福祉大臣
ことにより、楽々会計基準に対応
効率よい会計業務を⾏うことができ

ます。
効率よい会計業務を⾏うことができ

ます。

2.502.50へのへのバージョンアップバージョンアップ

年度会計基準に対応するためにはバージョンアップが必要

2.502.50へのへのバージョンアップバージョンアップ

年度会計基準に対応するためにはバージョンアップが必要
年度会計基準に対応するためには、福祉⼤⾂を「福祉⼤⾂NX Super2.50」にバージョ

年度会計基準に対応するためには、福祉⼤⾂を「福祉⼤⾂NX Super2.50」にバー

は、新会計に必要な機能をすべて搭載。
も⾏っているので、会計作業の効率化を図れます。も⾏っているので、会計作業の効率化を図れます。

・福祉大臣NX Super2.50を導入する・福祉大臣NX Super2.50を導入する
ことにより、楽々会計基準に対応!!
効率よい会計業務を⾏うことができ

ます。
効率よい会計業務を⾏うことができ

ます。
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Ⅱ．株式会社Ⅱ．株式会社株式会社 勁草システックの株式会社 勁草システックの

ご 紹 介ご 紹 介
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◆ 会計コンサルティングについて◆ 会計コンサルティングについて

私共勁草システックは、ソフトの操作指導だけではなく「社会福祉法人会計」に関する私共勁草システックは、ソフトの操作指導だけではなく「社会福祉法人会計」に関する
コンサルティングサービスも提供しております。

Ｐｏｉｎｔ１Ｐｏｉｎｔ１Ｐｏｉｎｔ１Ｐｏｉｎｔ１ ２３年の実績があるから２３年の実績があるから２３年の実績があるから２３年の実績があるから

平成２年創業以来、２３年間、１００以上の社会福祉法人様へ事務処理に役立つソフトのご紹介や

アフターフォロー、会計処理や法改正に伴うご相談の対応、事務処理の代行業務や会計コンサル
ティングを提供してまいりました。

社会福祉法人会計に精通した専門スタッフを配備しています。「応研公認インストラクター」の資格

Ｐｏｉｎｔ２Ｐｏｉｎｔ２Ｐｏｉｎｔ２Ｐｏｉｎｔ２ 福祉会計について知識豊富なスタッフが対応福祉会計について知識豊富なスタッフが対応福祉会計について知識豊富なスタッフが対応福祉会計について知識豊富なスタッフが対応

社会福祉法人会計に精通した専門スタッフを配備しています。「応研公認インストラクター」の資格

も取得しております。

今回の新会計への移行作業も、新会計への移行作業も、新会計への移行作業も、新会計への移行作業も、24242424年度・年度・年度・年度・25252525
新会計移行のノウハウもあり、実際、お客様で陥りやすい問題点も把握しております。新会計移行のノウハウもあり、実際、お客様で陥りやすい問題点も把握しております。

移行に関して、適切なアドバイスをさせていただくことができると考えておりますので、安心しておま

かせ下さい。

会計コンサルティングについて会計コンサルティングについて

私共勁草システックは、ソフトの操作指導だけではなく「社会福祉法人会計」に関する私共勁草システックは、ソフトの操作指導だけではなく「社会福祉法人会計」に関する
コンサルティングサービスも提供しております。

平成２年創業以来、２３年間、１００以上の社会福祉法人様へ事務処理に役立つソフトのご紹介や

アフターフォロー、会計処理や法改正に伴うご相談の対応、事務処理の代行業務や会計コンサル

社会福祉法人会計に精通した専門スタッフを配備しています。「応研公認インストラクター」の資格

福祉会計について知識豊富なスタッフが対応福祉会計について知識豊富なスタッフが対応福祉会計について知識豊富なスタッフが対応福祉会計について知識豊富なスタッフが対応

社会福祉法人会計に精通した専門スタッフを配備しています。「応研公認インストラクター」の資格

25252525年度と計年度と計年度と計年度と計40404040施設以上施設以上施設以上施設以上で行っております。
新会計移行のノウハウもあり、実際、お客様で陥りやすい問題点も把握しております。新会計移行のノウハウもあり、実際、お客様で陥りやすい問題点も把握しております。

移行に関して、適切なアドバイスをさせていただくことができると考えておりますので、安心しておま

H25.9現在
社会福祉法人様導入実績社会福祉法人様導入実績社会福祉法人様導入実績社会福祉法人様導入実績社会福祉法人様導入実績社会福祉法人様導入実績社会福祉法人様導入実績社会福祉法人様導入実績

H25.9現在

地区 件数

福岡県 ６９件

山口県 ３０件

19191919

山口県 ３０件

その他 １１件



◆◆ 「新会計基準データ作成・移⾏作業」他社⽐較「新会計基準データ作成・移⾏作業」他社⽐較◆◆ 「新会計基準データ作成・移⾏作業」他社⽐較「新会計基準データ作成・移⾏作業」他社⽐較

☆ここまでするのは弊社だけです！！

弊社対応弊社対応弊社対応弊社対応

1111 新会計基新会計基新会計基新会計基準データ作成準データ作成準データ作成準データ作成 ○○○○

2222 基本基本基本基本データ設定データ設定データ設定データ設定 ○○○○

3333 消費税消費税消費税消費税項目設定項目設定項目設定項目設定 ○○○○

4444 勘定勘定勘定勘定科目設定科目設定科目設定科目設定 ○○○○

5555 対応対応対応対応科目設定科目設定科目設定科目設定 ○○○○

6666 補助補助補助補助科目設定科目設定科目設定科目設定 ○○○○

7777 摘要摘要摘要摘要移し替え移し替え移し替え移し替え ○○○○7777 摘要摘要摘要摘要移し替え移し替え移し替え移し替え ○○○○

8888 事業事業事業事業拠点サービス区分設定拠点サービス区分設定拠点サービス区分設定拠点サービス区分設定 ○○○○

9999 事業事業事業事業グループ設定グループ設定グループ設定グループ設定 ○○○○

10101010 合算合算合算合算設定設定設定設定 ○○○○10101010 合算合算合算合算設定設定設定設定 ○○○○

11111111 期首期首期首期首残高入力残高入力残高入力残高入力 ○○○○

12121212 移行移行移行移行仕訳（過年度調整）仕訳（過年度調整）仕訳（過年度調整）仕訳（過年度調整） ○○○○

13131313 固定資産登録固定資産登録固定資産登録固定資産登録((((出力データ必要出力データ必要出力データ必要出力データ必要)))) 別途料金別途料金別途料金別途料金13131313 固定資産登録固定資産登録固定資産登録固定資産登録((((出力データ必要出力データ必要出力データ必要出力データ必要)))) 別途料金別途料金別途料金別途料金

お客様の作業負担は無く、いつも通り伝票⼊⼒お客様の作業負担は無く、いつも通り伝票⼊⼒

をしていただけます！！

「新会計基準データ作成・移⾏作業」他社⽐較「新会計基準データ作成・移⾏作業」他社⽐較「新会計基準データ作成・移⾏作業」他社⽐較「新会計基準データ作成・移⾏作業」他社⽐較

弊社対応弊社対応弊社対応弊社対応 応研対応応研対応応研対応応研対応 某社某社某社某社

○○○○ ○○○○ ○○○○

○○○○ ○○○○ ○○○○

○○○○ ○○○○ 不明不明不明不明

○○○○ ○○○○ 〇〇〇〇

○○○○ ○○○○ 不明不明不明不明

○○○○ 別途料金別途料金別途料金別途料金 お客様で設定お客様で設定お客様で設定お客様で設定

○○○○ 〃〃〃〃 ○○○○○○○○ 〃〃〃〃 ○○○○

○○○○ 〃〃〃〃 不明不明不明不明

○○○○ 〃〃〃〃 不明不明不明不明

○○○○ 〃〃〃〃 不明不明不明不明○○○○ 〃〃〃〃 不明不明不明不明

○○○○ 対応対応対応対応不可不可不可不可 お客様で設定お客様で設定お客様で設定お客様で設定

○○○○ 対応対応対応対応不可不可不可不可 お客様で設定お客様で設定お客様で設定お客様で設定

別途料金別途料金別途料金別途料金 別途料金別途料金別途料金別途料金 不明不明不明不明別途料金別途料金別途料金別途料金 別途料金別途料金別途料金別途料金 不明不明不明不明

お客様の作業負担は無く、いつも通り伝票⼊⼒

※〇は基本料⾦内での作業です。
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お客様の作業負担は無く、いつも通り伝票⼊⼒



◆ アフターサポートについて（◆ アフターサポートについて（

①①①①サポート保守サポート保守サポート保守サポート保守

訪問回数に制限のない「年間操作指導」訪問回数に制限のない「年間操作指導」訪問回数に制限のない「年間操作指導」訪問回数に制限のない「年間操作指導」

他社のように、訪問回数の制限がないのでお困りの際はいつでも何度でもご訪問し、手厚いご指導をいたします。
ですから、予算から決算まで安心してご相談いただけます。

保守サービス保守サービス保守サービス保守サービス

２年目以降もサポート保守サービスにご契約いただきますと、

ポートサービスをご提供いたします。

リモート保守サービスリモート保守サービスリモート保守サービスリモート保守サービスリモート保守サービスリモート保守サービスリモート保守サービスリモート保守サービス

弊社より遠隔操作にて設定変更、設定確認等を行うことができます。それにより、リアルタイムでお客様の不安を
解消することも可能です。

＊当サービスは、リモートソフトが対象の端末にインストールされている必要がございます。

会計指導サービス会計指導サービス会計指導サービス会計指導サービス

福祉会計に関して経験豊富なスタッフが「会計指導」をご提供するサービスです。福祉会計に関して経験豊富なスタッフが「会計指導」をご提供するサービスです。

平成２４年度より適用される新会計基準は、上場企業に近い複雑な会計処理を求められます。そこで、弊社の

サービスを活用いただくことにより、新会計への移行作業、移行後の会計業務をより円滑に進めていただくこと
が可能です。が可能です。

また、「中野勉公認会計士事務所」との連携により、最新で正確な会計情報をお伝えします。

アフターサポートについて（1）アフターサポートについて（1）

他社のように、訪問回数の制限がないのでお困りの際はいつでも何度でもご訪問し、手厚いご指導をいたします。
ですから、予算から決算まで安心してご相談いただけます。

２年目以降もサポート保守サービスにご契約いただきますと、1年目に比べてリーズナブルな価格で、同様のサ

弊社より遠隔操作にて設定変更、設定確認等を行うことができます。それにより、リアルタイムでお客様の不安を

＊当サービスは、リモートソフトが対象の端末にインストールされている必要がございます。

福祉会計に関して経験豊富なスタッフが「会計指導」をご提供するサービスです。福祉会計に関して経験豊富なスタッフが「会計指導」をご提供するサービスです。

平成２４年度より適用される新会計基準は、上場企業に近い複雑な会計処理を求められます。そこで、弊社の

サービスを活用いただくことにより、新会計への移行作業、移行後の会計業務をより円滑に進めていただくこと

21212121
また、「中野勉公認会計士事務所」との連携により、最新で正確な会計情報をお伝えします。



◆ アフターサポートについて（◆ アフターサポートについて（

②②②②ソフトウェア保守（メーカー保守）ソフトウェア保守（メーカー保守）ソフトウェア保守（メーカー保守）ソフトウェア保守（メーカー保守）

法改正対応法改正対応法改正対応法改正対応法改正対応法改正対応法改正対応法改正対応

税法の改正（税率の変更）等により、「大臣シリーズ」のプログラムを変更する必要が生じることがあります。

ソフトウェア保守加入ユーザー様には、対応プログラムを無償（対応プログラムを無償（対応プログラムを無償（対応プログラムを無償（ソフトウェア保守加入ユーザー様には、対応プログラムを無償（対応プログラムを無償（対応プログラムを無償（対応プログラムを無償（
※ただし、大幅なプログラム変更が生じた場合、有償（特別割引

「大臣シリーズ」かんたん操作ガイドのご提供「大臣シリーズ」かんたん操作ガイドのご提供「大臣シリーズ」かんたん操作ガイドのご提供「大臣シリーズ」かんたん操作ガイドのご提供

「福祉大臣」決算マニュアルなど、「大臣シリーズ」操作がより行いやすくなるためのポイント集をご提供いたします。

無償提供サービス無償提供サービス無償提供サービス無償提供サービス無償提供サービス無償提供サービス無償提供サービス無償提供サービス

ソフトウェア保守加入ユーザー様に限り、代替品を無償でご提供いたします。

･プログラムディスク破損・紛失による交換（年１回）

･マニュアルの紛失・破損による交換（年１回）･マニュアルの紛失・破損による交換（年１回）

アフターサポートについて（2）アフターサポートについて（2）

ソフトウェア保守（メーカー保守）ソフトウェア保守（メーカー保守）ソフトウェア保守（メーカー保守）ソフトウェア保守（メーカー保守）

税法の改正（税率の変更）等により、「大臣シリーズ」のプログラムを変更する必要が生じることがあります。

対応プログラムを無償（対応プログラムを無償（対応プログラムを無償（対応プログラムを無償（※※※※）でご提供いたします）でご提供いたします）でご提供いたします）でご提供いたします。対応プログラムを無償（対応プログラムを無償（対応プログラムを無償（対応プログラムを無償（※※※※）でご提供いたします）でご提供いたします）でご提供いたします）でご提供いたします。
ただし、大幅なプログラム変更が生じた場合、有償（特別割引料金）となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

「福祉大臣」決算マニュアルなど、「大臣シリーズ」操作がより行いやすくなるためのポイント集をご提供いたします。

ソフトウェア保守加入ユーザー様に限り、代替品を無償でご提供いたします。

22222222



◆ アフターサポートについて（◆ アフターサポートについて（

万全なサポート体制でお客様の不安を解消致します。万全なサポート体制でお客様の不安を解消致します。万全なサポート体制でお客様の不安を解消致します。万全なサポート体制でお客様の不安を解消致します。

お客様

万全なサポート体制でお客様の不安を解消致します。万全なサポート体制でお客様の不安を解消致します。万全なサポート体制でお客様の不安を解消致します。万全なサポート体制でお客様の不安を解消致します。

お問い合わせ

㈱お電話 又は 訪問
にて対応

㈱

ソフトサポート

担当ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ

アフターサポートについて（3）アフターサポートについて（3）

万全なサポート体制でお客様の不安を解消致します。万全なサポート体制でお客様の不安を解消致します。万全なサポート体制でお客様の不安を解消致します。万全なサポート体制でお客様の不安を解消致します。

サポート時間サポート時間サポート時間サポート時間

万全なサポート体制でお客様の不安を解消致します。万全なサポート体制でお客様の不安を解消致します。万全なサポート体制でお客様の不安を解消致します。万全なサポート体制でお客様の不安を解消致します。

月曜日～金曜日

９:００ – １８:００

㈱勁草システック （ヘルプデスク）

お電話やﾘﾓｰﾄにて対応

ソフト操作、会計処理等のお問い合わ
せにお答えします。

㈱勁草システック （ヘルプデスク）

せにお答えします。

ソフトサポート

担当ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ
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◆◆ データーセンターを利⽤したシステムのご提案データーセンターを利⽤したシステムのご提案

外部に拠点が複数ある場合や、１拠点で５台以上使用される場合などは、インターネット外部に拠点が複数ある場合や、１拠点で５台以上使用される場合などは、インターネット外部に拠点が複数ある場合や、１拠点で５台以上使用される場合などは、インターネット外部に拠点が複数ある場合や、１拠点で５台以上使用される場合などは、インターネット

回線がつながる環境であれば、データーセンターを利用するサービスもございます。回線がつながる環境であれば、データーセンターを利用するサービスもございます。回線がつながる環境であれば、データーセンターを利用するサービスもございます。回線がつながる環境であれば、データーセンターを利用するサービスもございます。

◆◆ データーセンターを利⽤したシステムのご提案データーセンターを利⽤したシステムのご提案

回線がつながる環境であれば、データーセンターを利用するサービスもございます。回線がつながる環境であれば、データーセンターを利用するサービスもございます。回線がつながる環境であれば、データーセンターを利用するサービスもございます。回線がつながる環境であれば、データーセンターを利用するサービスもございます。

データセンターにある会計等のソフトを仮想のデスクトップ上で各拠点、各端末から利用データセンターにある会計等のソフトを仮想のデスクトップ上で各拠点、各端末から利用データセンターにある会計等のソフトを仮想のデスクトップ上で各拠点、各端末から利用データセンターにある会計等のソフトを仮想のデスクトップ上で各拠点、各端末から利用

できます。導入の手間や技術・高額な初期投資が不要です。できます。導入の手間や技術・高額な初期投資が不要です。できます。導入の手間や技術・高額な初期投資が不要です。できます。導入の手間や技術・高額な初期投資が不要です。

（Ａ拠点）（Ａ拠点）（Ａ拠点）（Ａ拠点）

福祉大臣福祉大臣福祉大臣福祉大臣

セキュア認証システム

福祉大臣福祉大臣福祉大臣福祉大臣

セキュア認証システム

＜事務所２＞＜事務所２＞＜事務所２＞＜事務所２＞＜事務所２＞＜事務所２＞＜事務所２＞＜事務所２＞ 福祉大臣福祉大臣福祉大臣福祉大臣（Ｂ拠点）（Ｂ拠点）（Ｂ拠点）（Ｂ拠点）

＜事務所２＞＜事務所２＞＜事務所２＞＜事務所２＞＜事務所２＞＜事務所２＞＜事務所２＞＜事務所２＞ 福祉大臣福祉大臣福祉大臣福祉大臣
（Ｃ拠点）（Ｃ拠点）（Ｃ拠点）（Ｃ拠点）
＜事務所２＞＜事務所２＞＜事務所２＞＜事務所２＞＜事務所２＞＜事務所２＞＜事務所２＞＜事務所２＞ 福祉大臣福祉大臣福祉大臣福祉大臣

データーセンターを利⽤したシステムのご提案データーセンターを利⽤したシステムのご提案

外部に拠点が複数ある場合や、１拠点で５台以上使用される場合などは、インターネット外部に拠点が複数ある場合や、１拠点で５台以上使用される場合などは、インターネット外部に拠点が複数ある場合や、１拠点で５台以上使用される場合などは、インターネット外部に拠点が複数ある場合や、１拠点で５台以上使用される場合などは、インターネット

回線がつながる環境であれば、データーセンターを利用するサービスもございます。回線がつながる環境であれば、データーセンターを利用するサービスもございます。回線がつながる環境であれば、データーセンターを利用するサービスもございます。回線がつながる環境であれば、データーセンターを利用するサービスもございます。

データーセンターを利⽤したシステムのご提案データーセンターを利⽤したシステムのご提案

福祉大臣福祉大臣福祉大臣福祉大臣NXｻｻｻｻｰﾊﾞｰﾊﾞｰﾊﾞｰﾊﾞ

回線がつながる環境であれば、データーセンターを利用するサービスもございます。回線がつながる環境であれば、データーセンターを利用するサービスもございます。回線がつながる環境であれば、データーセンターを利用するサービスもございます。回線がつながる環境であれば、データーセンターを利用するサービスもございます。

データセンターにある会計等のソフトを仮想のデスクトップ上で各拠点、各端末から利用データセンターにある会計等のソフトを仮想のデスクトップ上で各拠点、各端末から利用データセンターにある会計等のソフトを仮想のデスクトップ上で各拠点、各端末から利用データセンターにある会計等のソフトを仮想のデスクトップ上で各拠点、各端末から利用

福祉大臣福祉大臣福祉大臣福祉大臣NXｻｻｻｻｰﾊﾞｰﾊﾞｰﾊﾞｰﾊﾞ

利用サービス：利用サービス：利用サービス：利用サービス：

(株株株株)九州日立システムズ九州日立システムズ九州日立システムズ九州日立システムズ APWave

セキュア認証システムセキュア認証システム
＜事務所２＞＜事務所２＞＜事務所２＞＜事務所２＞＜事務所２＞＜事務所２＞＜事務所２＞＜事務所２＞ 福祉大臣福祉大臣福祉大臣福祉大臣
（Ｄ拠点）（Ｄ拠点）（Ｄ拠点）（Ｄ拠点）

サーバー・周辺機器サーバー・周辺機器サーバー・周辺機器サーバー・周辺機器

一切不要一切不要一切不要一切不要!!
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最後に最後に最後に最後に

お客様のより快適な日常業務のために、弊社が自信を持ってお勧めする

最後に最後に最後に最後に

お客様のより快適な日常業務のために、弊社が自信を持ってお勧めする
大臣シリーズ導入のご検討を宜しくお願い申し上げます。
お客様のより快適な日常業務のために、弊社が自信を持ってお勧めするお客様のより快適な日常業務のために、弊社が自信を持ってお勧めする
大臣シリーズ導入のご検討を宜しくお願い申し上げます。

株式会社株式会社株式会社株式会社勁草システック勁草システック勁草システック勁草システック株式会社株式会社株式会社株式会社勁草システック勁草システック勁草システック勁草システック


