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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「組合」の開発・販売を行っている会社です。

労働組合会計は昭和60年に日本公認会計士協会よりガイドラインとして公表された基準があるものの労働組

合における会計処理の現状は、会計基準の法的な強制力が無いことや、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るケースも少なくありません。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もあります。

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、スタンダードな労働組合会計基準への業務改善のご提案や、それに伴い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、現在では全国で1,200件以上の組合様に弊社製品をご愛用いただいております。

本セミナー資料は「パワフル会計」についての快適入力をサポートするオリジナル機能や、付加価値オプ

ションシステムをご紹介しております。

大切な組合資金の管理にぜひパワフル会計「組合」を一度ご検討いただければ幸いです。

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 各県地方協議会（20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
●東芝テック労働組合
●沖電気工業労働組合
●日本電気労働組合
●NECﾏｸﾞﾅｽｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ労働組合
●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
●BIPROGY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
●JVCケンウッド労働組合
●ミツミユニオン
●日本飛行機労働組合
●シチズン労働組合 本社支部
●サンデン労働組合
●ヤナセ労働組合
●全日通商事労働組合
●中央発条労働組合
●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
●マルエツ労働組合
●ヤマダホールディングスユニオン
●シミズ薬品労働組合
●綾羽労働組合
●オール・デサント労働組合
●チヨダユニオン
●上州屋労働組合
●ダイエーユニオン
●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
●武蔵野銀行従業員組合
●常陽銀行従業員組合
●横浜銀行従業員組合
●朝日新聞労働組合
●毎日新聞労働組合
●読売新聞労働組合

●ヤマザキ製パン従業員組合
●全森永労働組合
●Meiji Seika ファルマ労働組合
●雪印メグミルク労働組合
●キャンドゥユニオン
●ニチレイ労働組合
●三越伊勢丹グループ労働組合
●クレディセゾン労働組合
●大成建設社員組合
●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
●東京土建一般労働組合
●京浜急行労働組合
●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
●IHG・ANAﾎﾃﾙｽﾞ労働組合連合会

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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本セミナーを是非ご覧いただきたい皆さま

対象者（管理者/担当者） 状況／課題／疑問

①Excel等で会計処理を行っている
チェックに時間がかかる、神経を使う。
Excelマクロで便利に利用しているが、マクロを作成し
た人が今はいない。

②属人的な管理から脱却したい ベテラン書記に任せており今は安心だが、今後が不安。

③市販の会計ソフトを利用している 民間企業用の会計ソフトの為、手作業も多い。
大会報告書で過去数字のミスがあったことがある。

④組合会計基準に準じているか不安 労働組合会計基準を良く知らない。
今までのやり方で果たして問題ないかどうか疑問。

⑤現在の会計システムしか知らない 他メーカーの労働組合専用会計システムは何が違う？

⑥パワフル会計利用も、オプション
システムはあまり知らない

オプションは利用していないが、今以上に業務効率化が
図れるものがあるのか？
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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

①パワフル会計「組合」のご紹介
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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を搭載しております。

パワフル会計「組合」の【入力画面】

一般会計／特別会計の切替
が入力画面で可能です。

①パワフル会計「組合」のご紹介

１

２
３

４

５

メモ欄は100文字程度
入力可能です。

一⾔程度のメモをマスタ化して
リストより選択することが可能
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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。過年度仕訳も呼び出し可能です。

【仕訳入力画面】

【仕訳入力画面】

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。

①パワフル会計「組合」のご紹介
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仕訳パターン機能

【仕訳パターン呼出画面】

頻度の多い仕訳に任意の名称を登録しておくことで、クリックするだけで呼び出せる便利機能です。

【仕訳入力画面】

【仕訳入力画面】

パワフル会計「組合」の特長【入力機能】

CLICK

CLICK CLICK

①パワフル会計「組合」のご紹介

毎月同内容の伝票は「仕訳パターン」登録
を利用すると便利です。
よく使う仕訳に名称を登録しておくことで、
クリックするだけで呼び出せます。
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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」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

①パワフル会計「組合」のご紹介
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仕訳入力行の編集
確認画面

パワフル会計「組合」の入力画面にある行編集機能には下記のようことが可能です。

選択した行の上に空白行を1行追加します。

③でコピーした行を選択した任意の行の上
に挿入します。

選択した行を削除します。

選択した行をコピーします。右の画面で
「はい」を選択すると下の行に挿入します。

①空白行挿入

②行削除

③コピー

④コピー挿入

【仕訳入力画面】

パワフル会計「組合」の特長【入力機能】

CLICK

①パワフル会計「組合」のご紹介

３

４２

１
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⑤行の入れ替え

▶3行目の行番号を1行目と2行目の間の数字に変更すると、簡単に入れ替え可能です。

パワフル会計「組合」の特長【入力機能】 ①パワフル会計「組合」のご紹介

確認画面

【仕訳入力画面】

５

入れ替えしたい行の行番号を変更します。
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一時振込機能（支払連動システム～FB連動時）

一括振込機能（支払連動システム～FB連動時）

マスタに振込先が登録されていない一時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」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

①パワフル会計「組合」のご紹介
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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」の特長【入力機能】

CLICK

CLICK

対象の仕訳を選択

精算科目を選択

仕訳が発生します

①パワフル会計「組合」のご紹介

３

４

２

１
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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」の特長【確認機能】

CLICK

①パワフル会計「組合」のご紹介
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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」の特長【確認機能】

CLICK

CLICK

CLICK

CLICK

①パワフル会計「組合」のご紹介

３

４

２

１

５
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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」の特長【確認機能】

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。

※伝票番号の採番方法設定が「年間」の場合のみとなります

①パワフル会計「組合」のご紹介

伝票番号振り直し
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お客様側でご用意いただいたExcelで作成された伝票フォーマットへ仕訳入力の情報を自動挿入させることに
よりオリジナル伝票を作成することができます。※事前にExcelへ予約語を入力しておく必要があります。

オリジナル伝票作成機能

パワフル会計「組合」の特長【確認機能】 ①パワフル会計「組合」のご紹介

オリジナル伝票発行画面

オリジナルExcelファイルへ挿入 オリジナル伝票完成

オリジナルExcelファイルへ挿入 オリジナル伝票完成

予約語※

予約語※

※予約語
Excelに差し込むための
当社オリジナルのルール
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収支実績予算比較推移表
管理者向けの利便性の高い帳票です。1年間の情報が次年度予算算出根拠資料としても活用できます。

パワフル会計「組合」の特長【出力機能】 ①パワフル会計「組合」のご紹介

確認画面

収支科目ベースだけでなく、貸借科目における推移表も
作成可能な為、毎月の残高確認も一目で把握可能です。

前年対比／今期予算執行状況／各月の推移が一目で把握
できる管理帳票となります。
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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

会計別総括表（貸借対照表）

パワフル会計「組合」の特長【出力機能】 ①パワフル会計「組合」のご紹介
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電子帳簿保存法対応

パワフル会計はＪＩＩＭＡ認証（※）、「電子帳簿ソフト法的要件認証制度」への認証に必要となる要件
機能を追加し、今後バージョンアップまたはリビジョンアップとしてリリースしていきます。

パワフル会計対応予定区分となります。
「電子帳簿ソフト法的要件認証制度」

＜国税庁公開資料より抜粋＞

電子帳簿保存法への対応について ①パワフル会計「組合」のご紹介

※「公益社団法人日本文書情報マネジメント協会による優良な電子帳簿
に係る要件適合性の確認を受けたもの」への申請を計画・予定して
います。
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【改修予定内容】

〇修正履歴機能の検索条件一部改修
〇操作マニュアルの電子帳簿保存法
要件へ校正

＜国税庁公開資料より抜粋＞

電子帳簿保存法への対応について ①パワフル会計「組合」のご紹介

パワフル会計では既に要件の
概ねクリアはできておりますが、
ＪＩＩＭＡ認証申請に向けて、
一部改修予定をしております。
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パワフル会計「組合」のオプションシステムとは、追加導入型の業務効率アップを目的とした製品です。
たとえば、日頃お客様がご利用のパワフル会計に「Excelプラグインシステム」を追加導入された場合、毎月の貴組合独自の
収支計算書、議案書掲載用の収支、貸借、複数年収支比較表などデータ打ち込み作業の大幅な短縮が見込めます。
その他、本部－支部対応へのオプションなど数種類のオプションシステムをご用意し、本ページ以降でその概要をご紹介。
貴組合会計業務の効率アップに役立てば幸いに存じます。

オプションシステム製品概要

▼パワフル会計
「組合」

分散入力システム

本部－支部向け

連結会計システム

全てのお客様ご対応

仮伝票発行システム

支払連動システム

Excelで作成している内部監査用の資料や
議案書資料を手間なく簡単に作成したい！

予め予定のある伝票を事前登録しておきたい！
予算執行残のシミュレーションをしたい！

ろうきんのFBシステムとの連携をしたい！
振込業務の二度手間をなくしたい！

支部にて伝票入力を行いたい！させたい！

支部毎に独立した会計処理をさせ、最終的に
本部会計に合算させたい！

②付加価値オプション
システムのご紹介

Excelプラグインシステム
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令和 令和令和 令和

Excelプラグインシステム
パワフル会計で保有する予算や実績データをご要望の帳票
形式（Excel）へ簡単に差し込み！

記号と科目コードから構成
各セル毎に設定します

例) 組合費収入
当期実績 ⇒ ＄KK－
科目コード ⇒ ５１１１

※差異や執行率などは、
Excelでの計算式を設定します。

議案書掲載の決算書や、毎月の予算管理帳票など、
お客様が求める様式に簡単な設定で対応が可能です。

ワンボタン！

②付加価値オプション
システムのご紹介

基本シート 印刷用シート

Excelプラグインシステムとは

「予約語」とは

まるで帳票をカスタマイズしたかのような自由度！
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仮伝票発行システム

伝票決裁の流れを、システム上で。組織的な会計管理を実現！

伝票で承認を得るのと同様に、担当者起票時
(＝仮伝票)、承認後に本伝票扱いへ。

予算執行予定表仮伝票
※まだ仮計上

毎月発生する定型取引を、事前に登録して入力
漏れを防止。期末近い時期に、見込額を先行入
力し、予算残のシミュレーションが可能。

②仮伝票
データ

①仮伝票
入力

③執行
処理

本伝票

②付加価値オプション
システムのご紹介

仮伝票発行システムとは

①管理強化 ②先行入力

書 記 役 員

パワフル会計
「組合」

承認を得た伝票は[執行ボタン]
を押すと、本伝票扱いとなり、
実績データへ反映されます。
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支払連動システム
伝票データから“ろうきんや銀行の振込システム”と連動。
振込作業の負荷を軽減！

繁忙期等は、振込作業や外出時間も惜しいもの。
簡単処理で、複数件支払処理を手短に！

FB
データ

②付加価値オプション
システムのご紹介

労金振込処理と伝票打込の２度手間を解消。

支払
データリスト伝票

②支 払
データ

①支払伝票
入力

③データ
変換

支払連動システムとは

①手間が軽減 ②振込時間短縮

入力時、[支払先]
[支払予定日]を入力

[支払予定日]の伝票データを抽出。
[支払データリスト]を作成。
支払日や口座など編集が可能。

労金や銀行
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分散入力システム

本部以外の別拠点にて、伝票入力を行いたい場合の入力分散システム。

②付加価値オプション
システムのご紹介

①データ送信

分散入力システムとは

例えば、毎月支部から手書き伝票や仕訳Excelを本部へ送っている場合、その処理が
システム化され作業を効率アップできます。
支部にて伝票入力、出納帳作成まで。全体集計や予算管理は、本部の場合適します。

出納帳 本部/支部
決算帳票

支 部 本 部

分散システム

会計データ

パワフル会計

②データ取込

データ転送は、
バックアップのメール送信
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連結会計システム

＋

本部以外の各拠点にて、伝票入力～予算管理～決算まで。
最終的に、本部で全体合算されたい場合の合算システム

②付加価値オプション
システムのご紹介

①データ送信

連結会計システムとは

支部
決算帳票

支 部 本 部

支部会計
データ

連結会計システム

②データ取込

例えば、各拠点にて予算管理・決算処理を行い、本部へ送っている場合、
その処理がシステム化され作業を効率アップできます。
合算方法は、支部のみ合算や一般会計のみ、特別会計のみと様々に対応します。

データ転送は、
バックアップのメール送信

パワフル会計

パワフル会計

総合貸借

総合収支

支部合算

本部会計
データ

支部会計
データ

③合算処理
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連携可能なパワフル業務システムのご紹介

パワフル「給与」
Business Support Systemパワフル会計シリーズ連動！給与計算システム

複雑な給与体系をもつお客様でも、独自技術による柔軟なシステム設計に
より、個々のニーズにお応えできるカスタマイズ型給与計算システムです。
「パワフル会計シリーズ」とのデータ連動が可能で、入力の大幅な効率化を
実現します。税制改定によるプログラム変更にも保守加入により無償で対応
します。

②付加価値オプション
システムのご紹介

パワフル「償却」

煩雑になりがちな固定資産の現物管理を、資産の明細情報を入力することに
よりデータ化し、台帳管理や償却一覧を作成。さらに、会計連動まで行える
高機能な固定資産管理システムです。
管理資産は、有形固定資産～無形固定資産まで、幅広く柔軟に対応。
また、「パワフル会計シリーズ」とのデータ連動が可能で、減価償却データ
を仕訳変換することにより、仕訳入力の二度手間を省き、スムーズな業務連
携を実現します。

パワフル会計シリーズ連動！固定資産管理システム Business Support System
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□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
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