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私どもは非営利法人専門の会計システム「パワフル会計」の開発・販売を行っている会社でございます。

労働組合における会計処理の現状は、法的な会計基準が明確でないことや、実務者が必ずしも経験者でない

ことなどから、それぞれの組合で独自の会計処理を行っています。

また任期による管理者及び実務者の交代に伴い、会計実務を十分に把握しきれないといった様子も多く見受

けられます。

近年では、内部監査だけでなく公認会計士による外部監査の実施や、課税収入・源泉所得税といった税務

処理についても自主的に取り組んでいる組合が増加している傾向にあります。

弊社では「パワフル会計」を通じて多くの組合様から、現状の会計処理の課題などの実情をお聞かせいただき、

常に実務で使いやすい会計システムの開発と、専門スタッフによる充実したサポートを心掛けております。

おかげ様でそうした弊社の取り組みにご賛同いただき、現在では全国1,200件以上の組合様に「パワフル会計」を

ご愛用いただいております。

本資料は「パワフル会計」についての簡単なシステム紹介を掲載しております。

大切な組合資金の管理にぜひパワフル会計「組合」をご検討いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

はじめに
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全国導入実績 1,204 組合

パワフル会計「組合」は、一般企業会計ソフトにはない、組合の会計業務に特化した数々の機能を搭載した専用会計システムです。
これまでにも数多くの組合様に、その多機能・高性能をご評価いただき、ご導入を賜りました。
今後の貴組合におけるシステム導入検討のご参考までに、導入実績の一部をご紹介いたします。

※全1,204件から抜粋しております。

●トヨタ自動車労働組合
●デンソー労働組合
●アイシン労働組合
●日産自動車労働組合
●三菱自動車工業労働組合
●三菱自動車工業労働組合連合会
●本田技研労働組合
●ダイハツ労働組合
●電機連合各県地協
●日立製作所労働組合
●日立グループ労働組合連合会
●日立化成工業労働組合
●東芝労働組合
●東芝松下ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰ労働組合
●沖電気労働組合
●NECﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｿﾘｭｰｼｮﾝ労働組合
●NECインフロンティア労働組合
●NECネッツエスアイ労働組合
●日本航空電子工業労働組合
●帝国通信工業労働組合
●メイテック労働組合
●日本ユニシス労働組合

●日本基幹産業労働組合連合会
●ＪＦＥスチール労働組合
●三井造船労働組合連合会
●全国電力関連産業労働組合総連合
●四国電力労働組合
●横浜市労働組合連盟
●横浜水道労働組合
●自治労 東京都本部
●自治労 各職員労働組合
●自治労連 各市職員組合
●千葉県教職員組合
●日本ビクター労働組合
●ミツミユニオン
●日本飛行機労働組合
●シチズン時計労働組合
●サンデン労働組合
●ヤナセ労働組合
●三菱商事従業員組合
●豊田通商労働組合
●全東急ストア労働組合
●マルイグループユニオン
●京王ストア労働組合

●専門店ユニオン連合会
●イオンリテール労働組合
●日本介護クラフトユニオン
●ヤマダ電機労働組合
●クラレ労働組合 東京支部
●コメリ労働組合
●オール・デサント労働組合
●小泉産業グループユニオン
●チヨダユニオン
●上州屋労働組合
●イエローハットユニオン
●金鳳堂労働組合
●政府関係法人労働組合連合
●国公関連労働組合連合会
●市中銀行従業員組合連合会
●三菱ＵＦＪ信託銀行従業員組合
●三井住友信託銀行従業員組合
●朝日新聞労働組合
●毎日新聞労働組合
●読売新聞労働組合
●朝日生命労働組合
●毎日新聞労働組合

●ヤマザキ製パン従業員組合
●全森永労働組合
●明治製菓労働組合
●雪印乳業労働組合
●日本ミルクコミュニティ労働組合
●キリンビバレッジ労働組合
●味の素冷凍食品労働組合
●ニチレイ労働組合
●IMAGICA労働組合
●クレディセゾン労働組合
●キャンドゥユニオン
●大豊建設労働組合
●東京都建設組合
●群馬県建築組合連合会
●千葉土建一般労働組合
●埼玉土建一般労働組合
●⾧野県私鉄労働組合連合会
●全自交労働組合 東京地連
●日交労働組合
●大和自動車交通労働組合
●近畿日本ツーリスト労働組合
●ﾊﾟﾉﾗﾏﾎﾃﾙｽﾞ･ﾜﾝ労働組合

2020年9月現在

・・・他

パワフル会計「組合」信頼の導入実績
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❶ Excel等で会計を行っているが会計処理が不安。
❷ 組合執行部に会計を分かっている方がいない。
❸ ベテラン書記の退任による引継ぎが難しい。
➍ 会計ソフトの保守が終了、またはメーカーが倒産。
❺ 会計ソフトはあるが、手作業も多い。
❻ 労働組合の会計基準に準じているか不安。

弊社にお問い合わせのあるご相談事例 パワフル会計「組合」
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決算伝票

会計基準、考え方の違いから下図の の帳票の作成ができません。
また予算の捉え方も違うため、決算書類はもちろんのこと、予算管理帳票等の作成は手作業となります。

予算実績
推移表

元帳 試算表

月次
貸借対照表

月次
収支計算書

四半期での
報 告 形 式
各 種 帳 票

貸借対照表

収支計算書

総合
貸借対照表

収支計算書
総括表

伝票入力や
日 計 表 の
作成は可能

予算実績
（単月）

会計基準の相違

日 次 月 次 四半期 決 算

労働組合会計 一般企業会計

目 的 財政状態と資金の把握 財政状態と利益または損失の把握

会 計 数 一般会計と複数の特別会計 一会計

予 算 必須条件 目標値

見返勘定 あり なし

決 算 書 収支計算書と貸借対照表 損益計算書と貸借対照表

資金状態 収支計算書 なし

利益（損失）状態 なし 損益計算書

一般企業会計との違い パワフル会計「組合」
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諸法対応

操作性

サポート体制

皆様から頂いたご意見やセミナーでのアンケート、サポートセンターでお預かりしたご要望を
「より使いやすく」「より安心して」ご利用いただけるように開発を続けております。（最新ver.7）

昭和60年制定の「労働組合会計基準」への対応はもちろんのこと、消費税改正など、時流で求められる
諸法へ迅速に対応しております。また、Microsoft WindowsのOS対応も迅速に行っております。
保守ご加入特典として、上記変更時のバージョンアップ プログラムは無償にてご提供しております。

安心して末永くご利用頂くため、様々なサポートサービスをご提供させていただいております。

①専門スタッフの
人的サポート

全国4カ所にあるサポート
センターによる様々なご支援

②オンライン
リモートサポート

インターネット経由で、
遠隔操作（リモート）に
よる技術的な対応

③無料セミナーの
開催

毎年複数回、複数会場で
様々なセミナーを実施

労組会計ソフトに求められる課題

（TEL・FAX・WEB・ご訪問）
・公認会計士や税理士による

労働組合向け会計セミナー
・決算オペレーション説明会 等

パワフル会計「組合」
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日 次 月 次 四半期 決 算

パワフル会計「組合」は、会計の初心者からベテランの方まで、どなたでも利用できる労働組合専用の会計
システムです。伝票の起票（出金の入力等）を行うと会計基準にある各種帳票はすべて自動作成されるのは
もちろんのこと、個々の組合様に沿った会計処理をより効率的に進められる様々な各種オプション機能の
拡張も可能な便利なソフトです。

パワフル会計「組合」で対応

伝票入力

伝票
現預金
出納簿

金種表

日計表

予算実績
（単月）

元帳

予算実績
推移表

試算表

月次
収支計算書

月次
貸借対照表 四半期での

報 告 形 式
各 種 帳 票

決算伝票
貸借対照表 総合

貸借対照表

収支計算書 収支計算書
総括表

ネットワーク版

複数人で会計処理
遠 隔地 で も可 能

支払連動システム仮伝票発行システム
オプションオプション拡 張

伝票データから
振込データを作成

管理者の電子決裁に
より各種帳票に反映

伝票データ

Excelプラグインシステム
オプション

Excel等で作っている収支計算書
までワンボタンで反映

議案書承認
執行

書記

書記

銀行

パワフル会計「組合」の概要

各支部 など 財政管理者

パワフル会計「組合」
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パワフル会計「組合」の入力画面のご紹介です。
入力のしやすさ（❶～❺の手順）と、初心者の方でも安心な便利機能、組合特有の予算管理機能が特⾧です。

１

２ ３

４

５

予算残が確認できる

過去に入力した仕訳を
コピーして再利用できる
人気の【過去仕訳】機能

メモ欄は100文字程度
入力可能です

CLICK

入力時に予算残の
アラートが出るので安心

CLICK

過去仕訳検索画面

パワフル会計「組合」の特⾧【入力機能】 パワフル会計「組合」
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過去仕訳コピー機能

【過去仕訳検索画面】

一度登録した伝票をコピーして再利用できる便利機能です。 過年度仕訳も呼出可能です。

【仕訳入力画面】

【仕訳入力画面】

パワフル会計「組合」パワフル会計「組合」の特⾧【入力機能】

CLICK

CLICK

CLICK

過去に入力した仕訳を
コピーして再利用できる
人気の【過去仕訳】機能
です。
当該年度だけでなく過年
度のデータの利用も可能
です。

CHECK
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仕訳入力画面時の予算残確認と予算チェックアラート機能
仕訳入力画面時に勘定科目の予算残の確認や自動的に予算超過チェックが可能です。

【仕訳入力画面】

パワフル会計「組合」パワフル会計「組合」の特⾧【入力機能】

入力時に予算残のアラートが
出るので安心です。

予算残の確認も可

CHECK

CHECK
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一次振込機能（FB連動時）

一括振込機能（FB連動時）

マスタに振込先が登録されていない一次的な振込を伝票入力時に登録できます。

1つの仕訳で複数の支払先（人）へ一括振込ができます。

【一時振込】安岡雑貨店

パワフル会計「組合」パワフル会計「組合」の特⾧【入力機能】

CLICK CLICK

CLICK CLICK

手入力 一覧表はＦＢ未連動
でも出力可能

一括振込をパターン化
しておくことが可能



ＳＣＣＥＳ Ｃｏ.,ＬＴＤ 12

精算仕訳作成機能
仮払金／未収金／立替金／未払金の管理など、相殺仕訳（伝票）を作る機能です。
精算のし忘れを防止できます。

例えば未収仕訳（借方:未収金／貸方:組合費収入）の入力後…

【日次処理画面】

**

パワフル会計「組合」パワフル会計「組合」の特⾧【入力機能】

CLICK

CLICK

１

２
３

４

対象の仕訳を選択

精算科目を選択

仕訳が発生します

CHECK
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仕訳修正機能を活用したデータ条件抽出機能
伝票修正時に条件抽出後のリスト印刷が可能となり、次年度予算算出根拠資料として活用可能です。

「ｺﾋﾟｰ」という摘要の文字で
検索すると、全角でも半角でも、
摘要情報部分に「ｺﾋﾟｰ」という
言葉を抽出します。

条件抽出後は明細情報のみならず
最下段には合計値を表記します。

パワフル会計「組合」パワフル会計「組合」の特⾧【確認機能】

CLICK
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仕訳日計ー日記ー伝票照会（修正）機能
日計残高からドリルダウン形式で照会ができ、且つ伝票画面では修正することも出来る機能です。

【日次処理画面】

対象の仕訳を選択

参照期間を選択

科目を選択

伝票画面で明細確認＆必要に応じて
修正・削除も可能

パワフル会計「組合」パワフル会計「組合」の特⾧【確認機能】

CLICK

CLICK

CLICK

１

２

３

４

５

CLICK
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年度選択機能
過去の年度にはいつもで遡って伝票や予算実績などを確認する事が可能です。

各年度にアクセスして伝票や各種
機能を使う事ができます。

パワフル会計「組合」パワフル会計「組合」の特⾧【確認機能】
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伝票番号振り直し機能
「伝票番号振り直し」は、伝票番号の付番を手入力モードに変更した場合のみ表示され、伝票番号を振り直しを

行う際に使用します。

パワフル会計「組合」パワフル会計「組合」の特⾧【確認機能】

伝票番号振り直し

伝票番号を振り直しを行いたい期間や
振り直し開始番号を指定します

CLICK

手入力モードの場合、伝票番号は個別に
番号修正も可能です
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様々な形で作られる決算書。パワフル会計「組合」は基本的なフォーマットといくつかのパターンをご用意。
さらに、ほとんどの帳票は二次加工用にExcel形式で出力できるため、活用の幅が広がります。

収支計算書

貸借対照表

収支計算書（会計別総括） 予算実績表

予算比較推移表

超便利!

パワフル会計「組合」パワフル会計「組合」の特⾧【出力機能】
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Excelプラグインシステム

仮伝票発行システム

支払連動システム

ネットワーク照会システム

連結会計システム

分散入力システム

「パワフル会計」で集計された各科目の実績額や予算額を、お客様がご利用のExcelの決算書に自動挿入します。
各セルに予約語と呼ばれる暗号を入れて頂くと、それを基に「パワフル会計」側からワンボタンで一気に挿入
できます。帳票数に制限は無く、お客様がExcelで別途に作成している予算書等も作成できるので、毎回の転記
作業を減らすことができる非常に便利なオプションシステムです。

銀行振込用のデータとなる“全国銀行協会レコードフォーマット”の出力が行えるオプションシステムです。
会計システムへの支払入力、そして銀行振込作業（FB）という二度手間を減らすことができます。

会計システムへ入力したデータを一時的にプールし、責任者の“執行処理”という承認作業を会計システム上で
行えるオプションシステムです。複数人で会計業務を行う場合や、会計業務を組織化される場合に特に有効です。

「パワフル会計」のデータを他のパソコンで参照できるオプションシステムです。

各支部や分会で利用している「パワフル会計」のデータを連携できる本部組織向けのオプションシステムです。

日次処理（伝票の入力等）のみ行えるシステムです。予算管理を行わない支部向けのオプションシステムです。

豊富な会計オプションシステム パワフル会計「組合」
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独自に作成したExcel形式の決算書等のファイルに、システムで保持している予算額や残高
データを自動差込みできます。罫線の引き直しやセル幅の調整などは不要です。
お客様のオリジナル帳票の作成や編集を強力にサポートします。

◆現在使用しているExcelファイルをそのまま利用可能!
お客様が現在使用しているオリジナルExcelフォームをそのまま活かして
パワフル会計で持っている残高データ・予算データなどを自動的にセルに
差し込みます。転記などの面倒な作業をなくし業務効率アップが図れます。

◆複数のファイルやシートを一挙に処理!!
帳票選択画面にて、出力したい帳票を選択することにより、Excelで作成した
決算書や管理帳票を一回の指示でまとめて出力・作成することができます。
出力漏れもなく、スムーズに管理帳票が作成できます。

◆決算書以外の管理帳票にも簡単にデータ差込み!
予算・残高データをあらゆる角度から自在に出力。月ごとの推移表や前年対
比などあらゆるデータ出力ができ、様々な分析資料にも対応できます。

■Excelプラグインシステムのしくみ

▼Excel帳票の印刷画面オリジナルExcel帳票へ会計残高データの自動挿入を実現!!

パワフル会計「組合」

オプション
人気
No.1!

Excelプラグインシステム①
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▲≪基本のExcelファイル≫

▼≪データ挿入後のExcelファイル≫

データ挿入

【オリジナル帳票作成事例】

自由度大! Excelプラグイン帳票処理
※予約語
Excelに差し込むための当社オリジナルのルール

記号と科目コードから構成
例) 【組合費収入】

当期予算 ⇒ ＄YY－
科目コード ⇒ ５１１１

パワフル会計「組合」Excelプラグインシステム②
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サクセスの電子承認システムは、これまで紙ベースで行われてきた各種決裁業務を外出先や在宅ワーク中に、
WEB上で承認・決裁が行うことのできるシステムです。
さらにパワフル会計「組合」と連動させれば、簡単に「伝票をPDF化し、承認依頼をかける」ことができます。

申請 承認① 承認② 承認X 決裁 確認

承認者が
外 出 先
からでも!

承認者が
在宅ワーク中

でも!

紙
ベ
ー
ス

スムーズ!

電子承認システム【概要】

比較イメージ
承認者①外出中…
帰社後に回覧しよう

申請 承認① 承認② 承認X

決裁

タイムロス!

承認者Xは在宅ワーク中…
明日出社後、回覧しよう

タイムロス!

確認

ようやく承認が下りた!
時間が掛かって効率悪いな…

電
子
承
認

電子承認システム
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電子承認システム【概要】

１

２

◀トップページ
ログイン後に表示する
Webシステムのトップページです。

① ログインユーザーの承認・確認が必要な
申請を表示します。件名をクリックすると
詳細を表示します。

② ログインユーザーの申請したデータから、
承認中以外のものを表示します。申請者が

「確認」したら、表示対象から外れます。
◀基本情報入力
「申請件名」「申請ファイル」
「参考ファイル」「金額」
「備考」などを入力します。

新規申請の場合は「新規」。
差戻の再申請の場合は、
元申請データの番号も表示します。

◀ルート設定
登録したルートから条件に合う
ルートを選択します。

承認者が不在のとき、承認ルートで
一つ前の承認者や決裁者は、
ルートの編集が可能です。

▲確認・登録
表示内容を確認し、「登録」ボタンで
新規申請を登録します。

電子承認システム
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「電子承認システムへ連動」ボタンを押すだけで、
１伝票番号単位で、伝票のPDFファイルを作成し、
電子承認システムへ申請データの書き込みを行います。

▼電子承認システムの申請画面

伝票のPDFファイルが
自動で添付されています。

申請画面は、「基本情報入力」→「ルート設定」→「確認画面」の順で移動します。

電子承認システム【会計システムとの連動】 電子承認システム
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承認済みの伝票を会計システムから発行することが可能です。

電子承認システム【承認後の伝票発行】

あらかじめ印影イメージファイルを作成しておくことで、捺印欄に印影データを印字します。

電子承認システム
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振替伝票 A4

電子承認システム【領収書自動添付】

１

２

振替伝票 A4上

電子承認システム
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複数の承認方法

＜申請＞ ＜承認＞

申請 承認① 承認② 承認X 決裁 確認

確認

＜確認＞

申 請 承認① 承認② 承認X 決裁 確認

確認

申 請 承認①

承認②

承認X

決裁 確認

確認

承認②
※承認②はどちらかが
承認したら、次に進みます。

通常承認

代理承認

一斉承認

申請者

申請者

申請者

※全承認者の承認が揃ったら、
決裁に進みます。

電子承認システム【承認方法の選択】

代理承認機能で
不在者をスキップ
登録することや
一斉承認依頼を
か け る こ と が
できます。

電子承認システム


