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平素は、パワフル会計「組合」をご愛顧賜り、誠にありがとうございます。
本テキストは、皆様が安心して決算処理を進めていただけるよう、年度更新処理を中心に業務の流れに沿って解説しています。
決算処理における“チェックポイント”を盛り込んでいますので、ぜひお手元においてご利用いただければ幸いです。
また、巻中に「サポートセンターのご案内」も掲載していますので、こちらも併せてご一読くださいますようお願い申し上げます。

Contents

●決算業務の流れ
1.決算仕訳入力
2.決算仕訳チェック
3.元帳の締切（総勘定元帳・補助元帳の印刷）
4.消費税計算と計算書の印刷
5.翌年度予算入力と収支予算書の印刷
6.決算書の印刷（貸借対照表・収支計算書等）
7.年度更新処理
8.新年度への準備
9.よくあるお問い合わせ

●ショートカット機能のご紹介

●サポートセンターのご案内
※本テキストでは、決算業務で主に行う処理についての流れを記載しています。
※お客様によっては該当しない項目もございますので、あらかじめご了承ください。
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決算書作成予算処理

決算業務の流れ

消費税関係
決算整理・
元帳の締切

決算仕訳入力1

決算仕訳チェック2

元帳の締切3
（総勘定元帳・補助元帳の印刷）
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※本テキストはパワフル会計「組合」 Ver7の画面を利用しております。
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残高と仕訳の決算仕訳イメージ
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システム導入初年度は手入力しますが、それ以降は【年度更新】を
行うことで自動的に登録されます。

【月次・予算処理】―【期首残高の登録】に登録される金額です。

【残高試算表の印刷】の1カ月目の［月次貸借対照表］の
「前残」に表示される金額です。

期中(１～12カ月目)の仕訳とは別に登録される仕訳です。
月次決算などがある場合は、それぞれの月に設けることもできます。

登録・確認方法は次ページよりご紹介します。

仕訳
【日次処理】の仕訳入力処理より登録される金額です。

決算仕訳期首残高

決算仕訳とは

未収金、未払金、減価償却費などを通常の仕訳とは分けて入力する仕訳です。
精算表の整理記入に集計され、通常の仕訳とは分けて集計されます。
※ご利用は組合様ごとに任意となっております。

10 11 12

決算仕訳入力1

決算仕訳
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決算仕訳入力1

MEMO

伝票入力画面にある「□決算仕訳」にチェックを入れる事で、決算仕訳として作成されます。
また、チェックを入れた際、「伝票日付を期末日に設定しますか」とメッセージが表示されますので、
「はい」を選択すると、自動で期末日に設定されます。

通常の日次処理の仕訳同様、入力タイプを選択することが可能です。

「仕訳入力」画面

伝票日付が自動で期末日に変わります。 「□決算仕訳」にチェックを入れます。
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「決算処理」画面

決算仕訳で仕訳入力した場合は、精算表の「整理記入」欄に表記されますので、ひと目で決算仕訳の入力状況が確認できます。

「精算表」サンプル画面

決算仕訳入力1

MEMO
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決算元帳の印刷などで入力漏れがないか確認します。

「決算元帳の印刷」画面

「決算仕訳データリスト」画面

決算仕訳チェック

決算処理で行う場合

「決算仕訳入力」で入力した伝票のみが反映される元帳となります。

決算仕訳チェック2

MEMO
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日次処理で行う場合

決算仕訳を検索する場合は、画面左下にある決算仕訳のプルダウンから
選択します。
「含めない」、「含める」、「のみ」の3種類から選択が可能です。

決算仕訳チェック 決算仕訳の修正を確認しましょう。

「仕訳修正」画面

決算仕訳チェック2

MEMO
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総勘定元帳、補助元帳の印刷を行い内容の確認をします。元帳の締切
「月次・予算処理」画面

「元帳の印刷」画面

☑税抜き帳票
税抜き金額で出力されます。

☑決算データ含める
決算仕訳で入力したデータを含めて出力されます。

◉マイナス残高
金額がマイナスの時に△が金額の前に表示されます。

◉発生科目（仕訳のある科目）
期中に伝票入力している科目を対象とします。

◉全科目（繰越か発生のある科目）
期首残高が存在し、期中に伝票入力していない科目も対象とします。

◉全登録科目（マスタ登録のある科目）
すべての科目が対象となります。

☑会計別科目のみ
会計別科目登録で選択されている科目のみ対象となります。

☑縦型元帳
縦型で出力され、「縦型メモ印字」にチェックを入れると伝票のメモ欄に
入力された文字も出力できます。

●次ページへ続く

「元帳の印刷」
＝中科目と補助元帳出力

「補助元帳の印刷」
＝補助科目元帳出力

（補助科目＝小、細、細々科目）

元帳の締切（総勘定元帳・補助元帳の印刷）3

MEMO
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「元帳の印刷」画面

・ 補助あり科目の処理
◉出力しない

出力しません。

◉中科目単位
中科目ごとに出力し、補助科目では出力しません。

◉補助科目単位
右のチェックで決めた補助科目ごとに出力します。

・ データ変換設定
Excel出力か、PDF出力か選べます。
元帳の印刷画面で「データ変換」ボタンを押すと、「変換先ファイル」の指定場所に
指定したファイルが出力されます。
Excelの場合は1つのファイルの中に科目ごとにシートが作成されます。
PDFの場合は科目ごとにファイルが作成されます。

シート名（ファイル名）として、科目コード、科目名称が選択できます。
Excelシート名、ファイル名として使用不可の記号等が科目名称として設定されて
いる場合には、科目コードを選択してください。

元帳の締切（総勘定元帳・補助元帳の印刷）3

MEMO
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「データ変換」後Excel画面総勘定元帳（縦型）サンプル

元帳の締切（総勘定元帳・補助元帳の印刷）3

MEMO
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消費税関係 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。

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

チェックを付けると、消費税額＝0円の仕訳を含めます。

Q.消費税額0円の仕訳とは?

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。

消費税計算と計算書の印刷4

MEMO
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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№1（課税売上） 印刷イメージ

下段:参考設定をもとに伝票を修正します。

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。

消費税計算と計算書の印刷4

MEMO
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消費税計算 操作手順

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。計算処理後はボタンが非表示になり、
「画面表示」、「印刷開始」ボタンが表示されます。

④基準期間の課税売上
基準期間（前々年度）の課税売上の額を手入力します。
簡易課税方式を適用される場合には、「計算処理」を押した後に表示される当年度の
課税売上額を、手動で基準期間の課税売上額に入力し直します。

➄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。

1

2

3

5

a

申告計算書は「全会計合計」で処理します。

計算書（個別対応方式・一括比例配分方式・簡易課税方式）を印刷
（計算結果により、該当する方式のみ出力されます） 転 記 消費税申告書へ転記します

4

消費税計算と計算書の印刷4

MEMO
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消費税申告計算書（サンプル）
地方消費税の内訳が表示されます。

6.24％・・・消費税率8％【軽減】（赤破線）

6.3％・・・消費税率8％（青実線）

7.8％・・・消費税率10％（緑破線）

当資料を元に、消費税申告書へ記入します。

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。

消費税計算と計算書の印刷4

MEMO
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予算関係 翌年度の予算を入力します。

翌年度から新しい科目を使用する
際は、当年度の科目マスタで該当
の科目を作成してから入力しましょう。

翌年度を指定した場合は、
翌年度の期首を入力します。

＜確認メッセージ＞

「年度」と「伝票日付」が一致してい
ないと、上画面が表示されますので、
「OK」を押して、正しい設定に修正
してください。

翌年度予算入力と収支予算書の印刷5

MEMO
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予算入力レベルで選択した科目に登録します。

「マスタ登録処理」⇒「中科目小科目登録」画面

小科目の予算額を入力します。

上位の中科目には自動で集計されます。

「月次・予算処理」⇒「当初・補正予算入力」画面

翌年度予算入力と収支予算書の印刷5

MEMO
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予算関係 収支予算書を出力します。

「収支予算書」イメージ

収支予算書は、決算処理にある
「収支予算書の印刷」で出力します。

翌年度予算入力と収支予算書の印刷5

MEMO
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決算書の印刷 貸借対照表・収支計算書等を出力します。

貸借対照表と収支計算書も同様に、決算処理より出力します。

・貸借対照表:「貸借対照表・財産目録の印刷」
・収支計算書:「収支計算書の印刷」

出力方法は次頁へ⇒

決算書の印刷（貸借対照表・収支計算書等）6

MEMO
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「貸借対照表・財産目録の印刷」画面

画面の「ドアボタン」を押すと、印刷、または画面表示されます。

「貸借対照表」(勘定形式)イメージ

決算書の印刷（貸借対照表・収支計算書等）6

MEMO
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「収支計算書の印刷」画面

「収支計算書」備考印字（A3縦）イメージ

備考欄を出力する場合「備考印字（A3縦）」を選択します。

決算書の印刷（貸借対照表・収支計算書等）6

MEMO
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データの保管手順

「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。
ユーティリティ起動方法は、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」ボタンから行います。
※データの保管を行う際は、すべ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。
※使用できない記号があります。 ※同じファイル名があると上書きされます。
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。 ※保管先フォルダを確認します。

1

3

2
圧縮保管形式が「組合」Ver6以上は、「ZIP」形式のみに変更になりました。
それに伴い、選択項目は画面から無くなりました。

年度更新処理7

MEMO
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年度更新処理の要点

◎ 年度更新処理の前には「データの保管」を行ってください。
スタンドアロン(1台)でご利用の場合、保管したデータは外部媒体へのコピーを
お勧めします。

◎ 年度更新処理は「次年度情報の作成更新処理」から行えます。
新しい年度がない場合(1回目)、年度を作成し、マスタデータをコピーします。
また、繰越処理として、現在の期末残高を来期の期首残高に繰り越します。

◎ 「次年度情報の作成更新処理」は何度でも処理が可能です。
処理をする時に対象年度の期末残高を来期の期首残高へ繰り越します。
※自動的には繰り越されません

◎ 「本年度確定処理」は、管理者ユーザ以外のオペレータに、伝票入力・修正を制限する
機能です。
決算終了後に処理されるかは任意になります。

年度更新処理7

MEMO
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年度更新処理のポイントと運用について

◎ 年度末または期首日になりましたら、 「次年度情報の作成更新処理」を行い、
新しい年度を作成してください。

◎ 期末の残高が確定(決算が終了)したら、再度「次年度情報の作成更新処理」を
行ってください。
・すでに新年度で伝票入力、予算入力してある内容は上書き(消去)されません。
・この時は「残高繰越処理のみ行う」を選ぶと残高のみを繰り越すことができます。

・ 「残高繰越処理のみ行う」を選ばない場合、科目は次年度に再度コピーしますので、
次(新)年度で科目を削除されていると、再度作成されます。

◎ 年度更新中に自動で仕訳のエラーが発生した場合は、仕訳の修正を行い、
再度「次年度情報の作成更新処理」を実行してください。

◎ 年度更新後の過去データは、何年前のデータでも参照可能です。

年度更新処理7

MEMO
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年度更新処理 データの保管後、「年度更新」を行います。

「次年度情報の作成更新処理」は、何度でも処理可能です。

次頁へ

※複数の端末（ネットワーク環境）で使用の場合、年度更新処理を行う端末
以外の端末は、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、会計数や部門数、科目数によって異なります
のでご了承ください。

年度更新処理7

MEMO
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前頁より 年度更新前には、「ユーティリティ」で「データの保管」を行ってください。

「いいえ」を押すと処理は中止されます。
「更新対象」は、「全会計一括」、「現在指定会計のみ」、「会計指定一括」があります。
・「全会計一括」…登録されているすべての会計を一括で更新処理します。
・「現在指定会計のみ」…現在処理中の開かれている会計のみ更新処理します。
・「会計指定一括」…任意で指定した会計のみ更新処理します。
なお、会計により期間が異なるときは、「現在指定会計のみ」か、「会計指定一括」で行います。

年度更新処理7

MEMO
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※ 修正後に再度年度更新(次年度情報の作成更新処理)を実行してください。

処理中に残高エラーが表示されることがあります。
画面を「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、処理した年度の仕訳を修正する必要があります。

※エラーが無い場合は表示されません。

期の途中から補助を追加したため、
補助を設定していない仕訳が残っています。

仕訳修正よりエラーの表示された
伝票を修正してください。

「残高エラー確認」画面

年度更新処理7

補助がないので設定します。

MEMO

設定しました。
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パワフル会計を再起動し「処理年度の指定」画面に新年度が作成されたことと、期首残高を確認します。

新年度が作成された
ことを確認します。

「期首残高の登録」画面

起動時「処理年度の指定」画面

繰り越された残高を
確認します。

「現在表示年度」を「全年度」に切り替えると、すべての年度が表示されます。
特定の年度を指定していると、他の年度が表示されませんのでご注意ください。

年度更新処理7

MEMO

会計年度はメニューから選べます。
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年度更新の確認点

【こんなとき】
◎ 年度更新を誤って新年度（2021年度）で行ってしまい、2022年度が表示されてしまった。
また、不要になった年度を削除したい。（以下の画面に従い削除を行います。）

今日の日付を西暦で入力します。

年度を削除するときは、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、複数台でご使用のお客様の場合、他端末が使
用しているときは実施しないでください。

必ず「のみ」にチェックします。

「のみ」ではなく「以前」にチェックを入れて削除すると、指定年度から過去
年度のデータはすべて削除されますので十分ご注意ください。

年度更新処理7

MEMO
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パワフル会計『組合』Ver7の年度更新の特⾧を知り、新年度の準備をしましょう

新年度への準備8

何年でも処理が可能。

各年度ごとに保持。

年度データは削除されずに何度でも処理が可能。

上 記 内 容 を 図 に す る と

処 理 年 度

科 目

年 度 更 新

MEMO

年 度 更 新 ※2020年度で処理

2019年度
2020年度

科目情報
処理可能年度

2019年度
2020年度

処理可能年度

2021年度

科目情報

科目情報
科目情報
科目情報追加
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Q1.今期使用していた科目を来期から変更する為、現時点で科目を変更しても良いでしょうか?

A1.科目は各年度で保持している為、年度更新後に来期側で変更する事は可能です。

・・・ただし・・・

↓

■ポイント■
・使用しなくなった場合でも、前年度対比の帳票を出力する事を想定し、一年間は残しておくことをお勧めします。

・貸借科目の場合は残高が繰り越されている可能性が有る為、期首残高を確認し、残高がある場合は残高を０にした後削除します。

・Excelプラグインを使用している場合は、科目の追加変更と併せて、Excelプラグインで使用している基本ファイル側の予約語も追加・変更が必要です。

・科目コードを変更する場合も、同じように使用中の（または使用した事がある）科目の変更はお控えください。集計が正しく行われなくなります。

・未使用科目の場合は削除しても問題ありません。

MEMO

例えばこんな時・・・どのように準備（対応）すれば良いでしょうか?

要
注
意

新年度への準備8
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Case１.伝票ですでに使用している状態
⇒伝票で使用されている為削除できません。

※削除時にメッセージが表示されます。

Case２.期首残高に残高がある状態
⇒期首残高に登録されている為削除できません。

※削除時にメッセージが表示されます。

Case３.当初（補正）予算がある状態
⇒予算が登録されている為削除できません。

※削除時にメッセージが表示されます。

結果:ロックが掛かるようになっており、いずれか一つでも該当の項目に当て嵌まれば、削除できないようになっています。
よって、すでに使用している科目は誤って削除する事は無くなります。

MEMO

科目はどのような時に削除できないのですか?

新年度への準備8
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Q2.来期から「部門」による管理を行いたい。

A2.今までは「部門」による管理を行わず、来期から「部門」による管理を行う場合は、2021年度のマスタ登録処理の「システム情報」で「部門」を「有り」にチェック
します。
その後、「部門」を登録します。

■ポイント■
・来期で入力する伝票は、貸借科目を除いたすべての科目に対して「部門」の選択が必要になります。
部門を選択せずに入力する事もできますが、選択されていない場合は部門集計が行われない為、「部門別処理」から出力される帳票には反映されません。
※今期で入力する伝票には部門は不要です。

・「部門」を使用すると、「消耗品 / 現金」などの仕訳1本で起票していたものが、複数部門にまたがるときは、下記のように複数行入力になる事もあります。
仕訳例:「消耗品（部門A）/現金」、 「消耗品（部門B）/現金」

・予算も「部門」ごとに登録することができますが、期首残高は貸借科目のため「部門」ごとに入力することはできません。

・年度の途中から部門を開始、または中止した場合、「部門別処理」での集計が途中から（まで）の集計となります。
※伝票をすべて修正し、部門を設定した場合は集計は可能です。（該当年度のみ）

設定をすべて外した場合は集計が行われません。

MEMO

新年度への準備8
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Q3.翌年度から「消費税処理」を行いたい。

A3.今までは「消費税処理」を使用せず、次年度から「消費税処理」を行う為には、 2021年度のマスタ登録処理の「システム情報」で「消費税処理」を「有り」
チェックします。
※その後、「消費税端数」を併せて選択します。（同システム情報内）

■ポイント■
・事前に中科目小科目登録で「税区分」を選択する事で、伝票入力時に消費税区分が表示され、消費税処理（集計）を行うことができます。
該当箇所で設定が行われていないと、伝票入力時に表示、選択ができませんので、必ず事前に設定を行いましょう。

・伝票入力する金額は税込金額です。

・年度の途中から消費税処理を開始、中止した場合は「消費税処理」で集計が正しく行えません。

MEMO

新年度への準備8

税込金額

消費税
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Q4.特別会計がありますが来年度から使用しなくなりました。削除しても良いですか?

A4.削除する会計のすべての科目残高が0円になるようにします。
残高が0円になった翌々年度で削除するようにすると良いでしょう。

■ポイント■
・残高がある場合は他会計に振り替えたり、期首残高で金額を「0」にし、他会計の期首残高へ移行します。

・会計の削除は、会計を使用しなくなる年度では削除しないで、翌々年度になってから削除されることをお勧めします。
これは、前年度比較する帳票がある場合、前年金額を表示する都合がある為です。会計を削除すると前年度比較が正しく表示されないことがあります。
※下図参照

MEMO

新年度への準備8

2019年度
2020年度処理

可能
年度 2021年度

一般会計
一般会計
一般会計

特別会計
特別会計
特別会計

使用

使用

不用

2022年度 一般会計 特別会計 削除



ＳＣＣＥＳ Ｃｏ.,ＬＴＤ36

★来期から担当者が変更になる場合は次の点をご確認ください★
●起動する際に「オペレータ」設定している（担当者名の表示がある）場合は、「オペレータ」の登録が必要です。

●伝票を入力する際のルールなど（例:伝票修正はしないで、間違えた場合は逆仕訳の伝票を入力など）は、必ず引き継ぎを行ってください。

●「会員専用サイト」をご利用いただいている場合は、「会員番号」、「パスワード」を引き継ぎし、
ログイン後、[登録情報変更]より、「担当者名」「メールアドレス」等を必ずご変更ください。（「パスワード」を変更することも可能です）

MEMO

新年度への準備8

? 「パスワード」が分からない場合? 「会員番号」が分からない場合

⇒弊社へお問合せください。

※登録されているメールアドレスに通知します。
メールアドレスを先に変更する場合は、弊社
へお問合せください。
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MEMO

よくあるお問い合わせ９
伝票番号の振り直し方法

伝票番号に欠番が発生し、それを1から振り直す手順をご案内いたします。
※振り直しは 【伝票番号】が年間もしくは伝票種別年間の場合、ご利用可能です。

伝票番号の種別は【マスタ登録処理】の【システム情報】から確認が可能です。

伝票番号の種別をご確認下さい。

【マスタ登録処理】－【会計情報】－（処理したい会計の）【番号・捺印 】の順に進みます。 伝票番号最大を０にします。
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MEMO

よくあるお問い合わせ９
伝票番号の振り直し方法

【日次処理】－【特別処理】－【伝票番号振り直し】に進みます。（通常は表示されていません）

次の処理で利用しますので、最終伝票番号をメモをしておいてください。
その後【マスタ登録処理】－【会計情報】－（処理したい会計の）【番号・捺印 】の順に進みます。

伝票番号現在をメモしておいた40にします。

設定後、日次処理で伝票番号が41から始まることをご確認下さい。
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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、それまで選択したすべてのセル

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です）

[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ください＊

[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] スタートメニューを表示

[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]+[F1] Windowsのヘルプを表示

[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すべてのファイルを選択する
文書の文字をすべ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、「組合」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
「組合」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「組合」を
起動してください。

ショートカット機能のご紹介

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
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◆「会員専用サイト」のご案内◆
弊社では、お客様が弊社ソフトウェアをご利用頂くにあたり、つねに円滑・最適なシステム運用を図れるように、役立つサポート
情報のご提供やスピーディーな最新プログラムのリリースなど、WEBサイトによるサポート支援を行っています。
ぜひ、日々の業務処理のサポートツールとして、弊社WEBサイトを有効にご活用ください。

▼会員専用サイト画面イメージ

システムサポート

●WEBメールによるサポート対応
●よくある質問・FAQ検索
●バージョンアップ情報

ユーザニュース

●イベント・セミナー情報

●セミナー資料のダウンロード

●季刊誌「do link」のダウンロード

etc…

《会員専用サイトのメニュー》

【資料のダウンロードについて】
会員専用サイトからの資料ダウンロードに
つきましては、次のURLよりログインして、
ご活用ください。
URL: https://www.scces.co.jp/kaiin/index.php

※会員専用サイトをご利用になるには、事前に「会員登録」

が必要となります。会員番号がご不明な場合は、お問い合

わせください。

※提携サポート代理店と保守契約を締結されているお客様

は、サポート代理店へお問い合わせください。

サポートセンターのご案内



ＳＣＣＥＳ Ｃｏ.,ＬＴＤ41

ＴＥＬ
048-476-0300

（ＡＭ ９:３０～１２:００ ＰＭ １:００～ ５:００ 受付）
時間帯によりお問合せが集中し、回線が混み合う場合がございますのでご了承ください。

ＷＥＢ
ＭＡＩＬ

https://www.scces.co.jp/

弊社ＷＥＢサイトより、ご質問内容を入力後、エラーメッセージ画像等のデータを添付し送信して
頂けます。 ※ご利用の際には、会員登録が必要となります。

ＦＡＸ
048-476-8882 （24時間受付）

ＦＡＸ-Ｑ&Ａ用紙に質問内容を記入後、出力帳票などを添付してＦＡＸにてお送りください。

オンライン
サポート

インターネット回線を通じて、ユーザ様のＰＣを直接遠隔操作致します。

弊社でリモートメンテナンスが必要と判断した場合、お客様の了承を得て接続します。
一部ＰＣ環境などによってはご利用頂けない場合がございます。ご不明な点はお問合せください。

「サクセスサポートセンター」

◆サポートセンターをご利用ください◆
システムの操作方法でお困りの場合は

2021年8月11日（水）～8月13日（金）
※2021年8月16日（月）より通常業務となります。

Summer vacation info

誠に勝手ながら弊社夏季休業に伴い、営業業務並び
にサポート業務の休業期間を右記の通りとさせてい
ただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが宜しくお願い申し上げ
ます。

夏季休業のご案内

サポートセンターのご案内
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□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

◎本テキストについて、無断での転写・転載・利用はご遠慮下さい。

株式会社 サクセス
System Consultant for Creative Enhanced Systems

https://www.scces.co.jp/

本 社
名古屋センター
大 阪センター
福 岡センター


