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①各種決算書の印刷
決算書類は「決算処理」から出力します。
資料では例として、「貸借対照表」（Excel）の出力方法を記載します。

●手順●
「Excel出力」にチェックを入れます。
※チェックを入れない場合は通常の帳票として出力できます。
出力場所は「帳票EXCELファイル名（xlsx形式）」に指定
されている場所になります。
また、作成されるExcelのファイル名も同じ場所での指定とな
ります。
「EXCEL 出力開始」をクリックすると出力されます。

※「Excel出力」はバージョン6.12から
利用可能です。



ＳＣＣＥＳ Ｃｏ.,ＬＴＤ3

●手順●
「Excel出力」にチェックを入れます。
※チェックを入れない場合は通常の帳票として出力できますが、第五号様式で出力する場合はExcelで出力してください。
「帳票の選択」で「事業活動収支計算書」を選択します。（クリックすると黒く反転します。）
「資金収支計算書」の場合は、資金収支計算書を選択してください。
出力場所は「帳票EXCELファイル名（xlsx形式）」に指定されている場所になります。
また、作成されるExcelのファイル名も同じ場所での指定となります。
「EXCEL 出力開始」をクリックすると出力されます。

続いて「事業活動収支計算書」の出力方法です。
手順は「貸借対照表」と同じです。
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●手順●
「Excel出力」にチェックを入れます。
※チェックを入れない場合は通常の帳票として出力できます。
「帳票の選択」で「人件費支出内訳表」を選択します。（クリックすると黒く反転します。）
「資金収支内訳表」の場合は資金収支内訳表を、「事業活動収支内訳表」の場合は
事業活動収支内訳表を選択してください。出力場所は「帳票EXCELファイル名（xlsx形式）」
に指定されている場所になります。
また、作成されるExcelのファイル名も同じ場所での指定となります。「EXCEL 出力開始」
をクリックすると出力されます。
「予算書内訳表の印刷とする」にチェックを入れると、予算書内訳表を出力できます。

続いて各種内訳表の出力方法です。
資料では例として、「会計別収支内訳表」の「人件費支出内訳表」（Excel）の出力方法を記載します。
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資 産 の 部 純 資 産 の 部

固定資産 基本金

建物 第1号基本金

流動資産 繰越収支差額

現金預金 5000 翌年度繰越収支差額 1000

… 純資産の部合計

… 負債及び純資産の部合計

【要約】前年度末貸借対照表

前年度事業活動収支計算書より

当年度収支差額 500

前年度繰越収支差額 1000

翌年度繰越収支差額 1500

【要約】当年度事業活動収支計算書【要約】当年度末貸借対照表

当年度収支差額 500

前年度繰越収支差額 1500

翌年度繰越収支差額 2000

【要約】翌年度事業活動収支計算書

翌年度末貸借対照表へ

貸借対照表の「翌年度繰越収支差額」と、事業活動収支計算書の「翌年度繰越収支差額」、または翌年度の「前年度繰越収支差額」は一致します。
また、「現金預金」と「翌年度繰越支払資金」は一致します。
一致していない場合は仕訳上で入力誤りがある可能性がありますので、ご確認ください。

前期末未払金

期末未払金

翌年度繰越支払資金 5000

【要約】前年度資金収支計算書

資 産 の 部 純 資 産 の 部

固定資産 基本金

建物 第1号基本金

流動資産 繰越収支差額

現金預金 8000 翌年度繰越収支差額 1500

… 純資産の部合計

… 負債及び純資産の部合計

前期末未払金

期末未払金

翌年度繰越支払資金 8000

【要約】当年度資金収支計算書

②貸借対照表と各収支計算書の関係
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こんな時どうする?
『資金収支計算書と事業活動収支計算書との数字が違う!』

資金収支計算書と事業活動収支計算書の事業活動収支の部の残高は、通常一致しますが、中には一致しないものもあります。
例えば、減価償却額などは資金収支が発生しない為、資金収支計算書と事業活動収支計算書は一致しません。
ここでは、このような例外は考えず、資金収支計算書と事業活動収支計算書に誤差が生じたときの対応方法を記載します。

ケース①合わない原因として一番に挙げられるのは、複合入力で「入力科目と自動発生科目で金額が違う」場合です。
金額や科目を入力した後に変更行うと「既に自動発生に金額が設定されています上書きしますか?」
というメッセージが表示されますが、このメッセージを「いいえ」で進むと誤差が生じます。

ケース②伝票上で自動発生科目が発生していない場合。
自動発生していないと、その分誤差が生じます。

※作業を行う前には必ずユーティリティで「データの保管」をお願いします。

このような時にご利用いただくマスタのチェック機能をご案内します。
※こちらの機能をご利用になる前に、最新のマスタプログラムの導入をお願いします。最新のプログラムは下記URLからダウンロードできます。
V6.2・・・https://www.scces.co.jp/download/package/school/ver62/slk622020129u7.html
V6.11/6.12・・・https://www.scces.co.jp/download/package/school/ver61/slk61202006l24.html

金額にズレが生じています。
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確認メッセージを「はい」で進みます。

マスタ登録処理⇒中科目小科目登録⇒「現在入力済み仕訳の自動仕訳の
科目チェック」をクリックします。

仕訳チェックの結果が表示されます。
内容を確認し変更したい仕訳にチェックを入れ、「自動仕訳の変更実行」をクリックします。
件数が多い場合は、全選択で一括選択できます。
※意図的に自動発生側の金額や科目を変更されていたり、非資金取引の為、資金収支科目を外した場合は、
チェックを外して変更の対象から除外してください。

チェックを入れると、変更対象と
なります。

確認メッセージを「はい」で進みます。
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変更終了後再度「現在入力済み仕訳の自動仕訳の科目チェック」でチェックを行い、変更対象がなくなっているか確認します。
エラーの内容によっては、もう一度チェックをかけて変更をする必要があります。
必ず変更対象がなくなるまでチェックを行ってください。

※意図的に資金収支側の金額や科目を変更されていたり、非資金取引の為、資金収支科目を外した場合は、
チェックを外して変更の対象から除外してください。

金額が一致します。
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予算の登録は「月次・予算処理」からおこないます。
予算登録後は決算処理から予算書の出力ができます。

●手順●
「月次・予算処理」から「当初・補正予算入力」を開きます。
会計コード、その他予算を登録する対象を選択します。
パワフル会計では、年度更新をする前に翌年度の予算登録をすることができま
す。翌年度を指定した場合は、伝票日付も翌年の日付に変更します。予算
科目は今年度の科目体系となりますので科目が変更になる場合は、年度更
新を行い、翌年度で登録をしてください。
資金収支予算書と事業活動収支予算書を両方出力する場合は、同じ画面
でそれぞれの科目に予算の登録をしてください。

※66210前年度繰越支払資金と75940前年度繰越収支差額は予算は手入力と
なります。それ以外の集計科目は自動計算となりますので、数字をご入力されると正し
く計算されなくなりますのでご注意ください。

※「Excel出力」はバージョン6.12から
利用可能です。

③予算の登録と予算書の印刷



ＳＣＣＥＳ Ｃｏ.,ＬＴＤ10

続いて「資金収支・事業活動収支予算書」の出力方法です。
資料では例として、「資金収支予算書」（Excel）の出力方法を記載します。※収支予算書は会計単位で出力されます。

●手順●
「Excel出力」にチェックを入れます。
※チェックを入れない場合は通常の帳票として出力できます。
「帳票の選択」で「資金収支予算書」を選択します。（クリックすると黒く反転します。）
「事業活動収支予算書」の場合は、事業活動収支予算書を選択してください。
出力場所は「帳票EXCELファイル名（xlsx形式）」に指定されている場所になります。
また、作成されるExcelのファイル名も同じ場所での指定となります。「EXCEL 出力開始」をクリックすると出力されます。
※各予算書は、次年度の予算書を出力します。例)2022年度の予算書は2021年度の「決算処理」から出力します。
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①消費税区分未設定チェック
科目マスタに税区分が登録されていて、仕訳入力時に税区分・税率が
設定されていない仕訳がある場合に表示されます⇒仕訳の見直しを行います。

②消費税区分元帳の印刷
消費税区分ごとの元帳の印刷を行います。

③消費税精算表の印刷
消費税精算表（一覧表形式）の印刷を行います。

④消費税申告計算書の印刷
消費税計算及び、申告書の印刷を行います。

システムは税込入力で行います。

2

3

1 4

消費税関係

Q.消費税額0円の仕訳とは? ※税率10％の場合

A.消費税額が発生しない仕訳を指します。
例えば、9円の仕訳では消費税額は0円です。
ただし、9円の仕訳が10回起きたら合算すると90円になります。
90円（内税）には8円の消費税額が起きます。
この様な仕訳を含める場合にはチェックを入れます。

消費税区分の未設定をチェックして、申告計算書を作成します。

※システムに登録されている税区分は、
修正／追加／削除はできません。

④消費税精算表と計算書の印刷

※1

※1
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注意:確認メッセージの表示

「消費税処理」を開いた時に、確認メッセージが表示される場合があります。
このメッセージは、システムで想定している税区分の数と、お客様の実際のデータ（税区分の数）に相違があると表示されます。

相違がある場合下図のようなメッセージが表示されます。
システムは40個の税区分を保持していますが、実際のお客様のデータは38個となるため2個の税区分が不足している結果となります。

・「はい」を選択した場合
⇒システムはメインメニュー画面に戻りますので、一旦パワフル会計を終了し、新税率対応ツールで税区分を追加する処理を行ってください。

・「いいえ」を選択した場合
⇒画面は消費税処理へ進みます。ただし、次回以降消費税処理を開いた際も同メッセージが表示されます。

・「キャンセル」を選択した場合
⇒画面は消費税処理へ進みます。また、次回以降も同メッセージは表示されなくなります。

確認メッセージが表示された場合は、税区分の追加作業を行っていただくことをお勧めします。
下記サイトから「新税率対応ツール」のダウンロードを行い税区分の追加作業をお願いします。

https://www.scces.co.jp/download/tax/sys420191201no1.html
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消費税区分未設定チェック画面

消費税区分元帳 印刷イメージ

消費税精算表№2-1（課税仕入） 印刷イメージ

期中に科目マスタの税区分を設定したときなどに表示されます。

下段:参考設定をもとに伝票を修正します。
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消費税計算 操作手順

12
3

4

a

申告計算書は「全会計合計」で処理します。

①有価証券科目の設定
有価証券の譲渡の対価5％相当額を、課税売上割合の分母の金額に含める場合に、
当該の科目を設定します。
ａ:仕訳データに入力されている消費税をもとに計算された結果が表示されます。
有価などの額には、有価証券科目の設定で設定した非課税金額が表示されます。

②中間納付税額
中間納付等があった場合は金額を手入力します。
入力された金額は、納付金額よりマイナスされます。

③計算処理
クリックすると、自動計算を開始します。
計算処理後は「印刷開始」「画面表示」ボタンに変わります。

④第1～6種事業
２種類以上の種別事業がある場合は手入力で分けて入力してください。
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■計算結果により該当する方式の計算書のみ出力されます

個別対応方式

比例配分方式

簡易課税方式

■計算書から申告書へ転記するだけでOK!

計算書 申告書

計算処理後、「印刷開始」「画面表示」をクリックすると、該当する方式
の計算書出力を指定するメッセージが表示されますので、「はい」を選
択すると出力できます。

転 記
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消費税申告計算書（サンプル）

システムから出力される「消費税申告計算書」をそのまま提出する事は出来ませんのでご注意ください。
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「データの保管」を行うには、「ユーティリティ」を起動する必要があります。
起動方法としては、デスクトップ上にあるショートカットアイコンをダブルクリックす
るか、メインメニューの「ユーティリティ起動」ボタンから起動を行います。
※データの保管を行う際は、全てのパワフル会計を終了した事をご確認の上、
作業を行ってください。

①「保管先フォルダ」
⇒ファイルが保管される場所が指定されています。
※変更される場合は「初期環境設定」の「保管先フォルダ」を変更します。
②「保管ファイル名」
⇒保管するファイルの名称を指定します。
※一部の記号は使用できませんのでご注意ください!!
③「保管開始」をクリックします。
⇒終了メッセージが表示されたら保管終了です。

1

3

2

圧縮保管形式は、「ZIP」形式です。

⑤年度更新について
「年度更新」では、翌年度の作成と、今期の残高を翌年度へ繰り越す作業が行われます。
「年度更新」は何度でも処理が可能ですが、万が一に備え、事前にユーティリティで「データの保管」をお願いします。

「データの保管」手順

同名のファイルが既に存在する場
合は上書きされますのでご注意く
ださい。
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◎ 1回目の年度更新では、移行処理として新しい年度を作成し、科目情報などのマスタデータをコピーします。

◎ 繰越処理として、現在の期末残高を翌期の期首残高に繰り越します。

◎ 期末の残高が確定後、再度年度更新を行ってください。

◎ 年度更新中に自動で仕訳のエラーチェックを行います。

◎ データの入力・修正・削除を行った場合は再度年度更新を行ってください。
・最新の期末残高が翌年度の期首残高に上書きされます。
・既に新年度で伝票入力してある内容は上書き（消去）されません。

◎ 年度更新後の過去データも参照可能です。

年度更新処理のポイント

◎ 念の為、年度更新前にデータの保管を行ってください。
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年度更新処理時の確認事項

◎ 複数の端末（ネットワーク環境）でパワフル会計を使用しているときは、年度更新処理をする端末以外は、
パワフル会計を終了してください。

◎ 年度更新の処理時間については、会計毎の仕訳数や科目数によっても異なる場合がありますのでご了承ください。
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「次年度情報の作成更新処理」は、何度でも処理可能です。

更新の際に、都度次年度に無い科目情報を追加します。

次頁へ

年度更新処理手順
「データの保管」実施後、「年度更新」を行います。手順は以下を参照ください。
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前頁より

※更新対象では、「全会計一括」で行う事をお勧めします。
尚、会計により期間が異なるときは、「現在指定会計のみ」、
または「会計指定一括」で行います。

二回目以降の年度更新処理では、右画面が表示されます。
「既に翌年度に科目がありますが、再度今年度の科目情
報を翌年度へコピーします。」という内容になっています。
翌年度で科目を整備されている場合はご注意ください。

「いいえ」を選択する
と処理を中止します。
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日次処理 「仕訳修正」画面

処理中に残高エラーが表示されることがあります。
画面の「ドア」ボタンで閉じて、年度更新後に新年
度の期首残高を確認し修正するか、現在の処理
した年度の仕訳を修正する必要があります。
修正後は、再度年度更新を実行してください。
※エラーが無い場合は表示されません。

仕訳検索よりエラーの表示された
伝票を修正してください。

年度更新後、パワフル会計を起動し「処理年度の指定」画面に新年度の会計が表示されていれば、年度更新は完了しています。

パワフル会計を終了し、再度
パワフル会計を起動します。

補助科目が有るのに「0」で登録されています。

該当する補助科目を選択します。
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●こんなとき●
・年度更新を誤って新年度（2022年度）で行ってしまい、2023年度が作成されてしまった。
・また、不要になった年度を削除したい。

注意!!
年度削除を行う際は、必ずユーティリティで「データの保管」を行って
から実施してください。
また、他端末が使用しているときは実施しないでください。

今日(処理日)の日付を西暦で
入力します。

「のみ」にチェックします。
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便利機能のご紹介
伝票入力時のショートカットキー

●各ボタンの（ ）内にあるアルファベットを「Alt」キーを押
したまま押すとそのボタンをクリックしたときと同じ処理
が実行されます。

次項目に
進みます。Alt

X

●終了ボタンと同じ処理を行います。

O

●登録、伝票削除を行います。

D

Ctrl

Tab

Enter

Alt

Alt

Alt

●その他の便利なキー

V

C

●コピー

Ctrl

●貼付け

●印刷

CtrlCtrl X

P

●切取り

Ｍ

Alt Ｎ

Shift 前項目に
戻ります。Tab

●伝票日付（10キー使用）

＋ -翌日の日付 前日の日付

※一日ずつ変わります。

伝票入力時に「キーボード」を利用して入力を進めると、マウスに
持ち替える手間が省け、日々の入力の効率アップが図れます。
次のショートカットキーを利用して入力してみましょう。

日々の入力を
効率化!

Ctrl

●前上の同じカーソル欄をコピーします。

7

●行のコピー・貼り付け（仕訳単一入力のみ）

Ctrl 無変換 Ctrl 変換

Page
Down

伝票の行を下げます。
伝票登録時に便利です。
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コマンド 効 果

[Ctrl]+[C] 選択されたファイルや文字をコピー

[Ctrl]+[V] コピーされているオブジェクトを貼り付け

[Ctrl]+[X] 選択されたファイルや文字を切り取り。[Ctrl]+Vで貼り付けられる

[Ctrl]+[O] 「ファイルを開く」ダイアログの表示

[Ctrl]+[N] 新規作成

[Ctrl]+[R] 数字を含んだテキストを右隣のセルにも入力
①結果を表示したいセルをクリック ②[Ctrl]+[R]でコピー完了

[Ctrl]+[Enter]
①同じ文字を入力したいセルを複数選択。
（離れた範囲は[Ｃｔｒｌ]を押しながら選択）
②文字を入力した後、[Ｃｔｒｌ]+[Ｅｎｔｅｒ]を押すと、それまで

選択した全てのセルに一括入力される

[Ctrl]+[S] 上書き保存

[Ctrl]+[P] 「印刷」ダイアログの表示

[Ctrl]+[Z] 直前の操作を元に戻す *（しまった!と思った時にオススメ）

[Ctrl]+[Y] 直前の操作を繰り返す

[Alt]+[F4]
アプリケーションの終了
パワフル会計の場合、「どうしても伝票から抜けられない!」という時に
使用すると、便利です。

[Ctrl]+[F] 「検索」ダイアログの表示

[Esc]

主にキャンセルボタンとして使用。
パワフル会計の場合、日次で伝票などの入力時に、何か間違えてキー
を押してしまった為に、日次が閉じない!次の行や登録ボタンに行けな
い!入力しないセルに誤って入力してしまった!などの時には、すぐに
[Esc]キーを押して頂ければ一つ前の作業に戻ります。

＊「しまった!」という時は慌てずに[Esc]キーと覚えておいて下さい＊

[Print Screen]
画面に表示されている画像をそのままコピーする
コピーされた画像は「ペイント」などで貼り付けて使用する
＊「見たこともないエラーが出た!」という時、サポートセンターへ

画像をＦＡＸする時に便利です!

コマンド 効 果
[windows]+[E] エクスプローラーを表示

[windows]+[F] 前回使用したフォルダ名で検索を起動

[windows]
+[Pause] システムのプロパティを表示（マイコンピュータのプロパティと同じ）

[windows]+[Tab]
+[Enter] タスクバーにあるプログラムを選んで実行できる

[Alt] ウインドウのメニューを表示

[Alt]+[Enter]or左
クリック 選択したオブジェクトのプロパティを開く

[Alt]+[Tab] 起動中アプリケーションの切換えを行う

[Alt]+[Space]+N アクティブウインドウを最小化する

[Ctrl]+[A] 開いているフォルダなどにある全てのファイルを選択する
文書の文字を全て選択する時などにも使用できる

[Ctrl]+[D] 選択されたファイルなどを削除する

[Ctrl]+[Esc] スタートメニューを表示する（[Windows]キーと同じ動作）

[Ctrl]+[Enter] 選択したフォルダを別ウインドウで開く

[Ctrl]+[Alt]
+[Delete]

強制終了時に使用する。主に、パソコンが動かなくなった時などに使用。

パワフル会計の場合、ドアボタンから出ずに強制終了後、「公益」が
起動しないという時に、「タスクマネージャの起動」をして、
「アプリケーション」にパワフル会計「公益」が実行中になっているか、
「プロセス」でＭＳＡＣＣＥＳＳ.ＥＸＥが起動していたら
「タスクの終了」または「プロセスの終了」を押して、再度「公益」を
起動してください。

例:「Ctrl」+「C」 の場合
⇒ 「Ctrl」キーを押しながら「C」 のキーを押すことです。
※動作しているアプリケーションによって、独自のショート カットが

割り当てられている場合もあるのでご注意ください。

パワフル会計以外でも利用できる!使用頻度の高いショートカット一覧
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◎本テキストについて、無断での転写・転載・利用はご遠慮ください。

■本 社 〒351-0022
埼玉県朝霞市東弁財1-3-17（サクセスビル5F）
TEL:048-476-8881 FAX:048-476-8882

■名古屋センター 〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄2-9-26（ポーラ名古屋ビル6F）
TEL:052-202-5885 FAX:052-202-5886

■大阪センター 〒541-0058
大阪府大阪市中央区南久宝寺町2-1-2（竹田ビル10F）
TEL:06-6265-3677 FAX:06-6265-3688

■福岡センター 〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8（住友生命博多ビル6F）
TEL:092-483-3304 FAX:092-483-3324

System Consultant for Creative Enhanced Systems

全国公益法人協会正会員

株式会社 サクセス


