
【発展会計】
社会福祉法人会計基準改正対応

修正マニュアル

2017年3月30日

日本ビズアップ株式会社



－1－

項番 項目 内容

1 科目マスタ 会計基準改正に伴い追加された科目を追加します。

2 試算表マスタ 医療事業収益の項目を追加し、関連する科目を紐付けます。

3 収支計算書マスタ 会計基準改正により追加された収支項目を追加します

4 決算書マスタ 会計基準改正に伴い追加された決算書項目を追加します。

2017年3月30日リリース内容一覧

社会福祉法人会計基準改正に伴い、提供マスタを修正しました。
本リリース以前に登録された社会福祉法人は、以下のマスタ修正をお願い致します。
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１．科目マスタ登録（１／３）

【対応内容】 会計基準改正に伴い追加された科目を追加します。

【対象画面】 科目マスタ登録

下記「追加科目一覧」の科目(赤字)の追加をお願い致します。

No 階層1 階層2 階層3 階層4 階層5

1 サービス活
動増減

サービス活
動収益

介護保険事業収益 利用者等利用料収益 食費収益（特定）

2 居住費収益（特定）

3 その他の事業収益 補助金事業収益（公費）

4 補助金事業収益（一般）

5 市町村特別事業収益（公費）

6 市町村特別事業収益（一般）

7 受託事業収益（公費）

8 受託事業収益（一般）

9 老人福祉事業収益 運営事業収益 補助金事業収益（公費）

10 補助金事業収益（一般）

11 児童福祉事業収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費）

12 補助金事業収益（一般）

13 受託事業収益（公費）

14 受託事業収益（一般）

15 保育事業収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費）

16 補助金事業収益（一般）

17 受託事業収益（公費）

18 受託事業収益（一般）

■追加科目一覧
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１．科目マスタ登録（２／３）

19 サービス活
動増減

サービス活
動収益

障害福祉
サービス等
事業収益

その他の事業収益 補助金事業収益（公費）

20 補助金事業収益（一般）

21 受託事業収益（公費）

22 受託事業収益（一般）

23 生活保護事
業収益

その他の事業収益 補助金事業収益（公費）

24 補助金事業収益（一般）

25 受託事業収益（公費）

26 受託事業収益（一般）

27 医療事業収
益

入院診察収益（公費）※1

28 入院診察収益（一般）※1 ※入院診察龍駅（公費）の下に作成します

29 外来診療収益（公費）※1

30 外来診療収益（一般）※1 ※外来診療収益（公費）の下に作成します

31 訪問看護療養費収益（公費）※1

32 訪問看護療養費収益（一般）※1 ※訪問看護療養費収益（公費）の下に作成します

33 その他の事業収益 補助金事業収益（公費）

34 補助金事業収益（一般）

35 受託事業収益（公費）

36 受託事業収益（一般）

37 〇〇事業収
益

その他の事業収益 補助金事業収益（公費）

38 補助金事業収益（一般）

39 受託事業収益（公費）

40 受託事業収益（一般）

※1 同名フォルダ内に科目を作成します。
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１．科目マスタ登録（３／３）

【対応手順】新規科目を追加・修正します。

1. 新規科目を作成する場所を選択し、「F2 複写」を選択します。

2. 正式名称、略称、検索コードを入力します。

① ②
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２．試算表マスタ登録（１／４）

【対応内容】 医療事業収益の項目を追加し、関連する科目を紐付けます。

【対象画面】 試算表マスタ登録

下記、「追加項目一覧」の項目（見出し）に伴い、集計対象科目の設定をお願い致します。

No 階層1 階層2 階層3 階層4 階層5

1 事業活動計算書 サービス活動増減の部 サービス活動収益 医療事業収益 入院診察収益（公費）

2 入院診察収益（一般）

3 外来診療収益（公費）

4 外来診療収益（一般）

5 訪問看護療養費収益（公費）

6 訪問看護療養費収益（一般）

分類：事業活動計算書

■追加項目一覧
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２．試算表マスタ登録（２／４）

【対応手順1】「追加項目一覧」の項目（見出し）を追加します。

1. 項目挿入->見出 を選択します。

2. 正式名称略称を入力します。

3. 貸借区分を貸方に設定します。

① ②

③
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２．試算表マスタ登録（３／４）

対応手順1 登録後イメージ
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２．試算表マスタ登録（４／４）

【対応手順2】関連する科目を紐付けます。(公費の集計対象となっている一般の科目を移動します)

1. 科目マスタで追加した科目を未設定科目に移動します。

2. 手順1で追加した試算表項目を選択し、関連する科目を集計対象科目に移動します。

①

②
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3．収支計算書マスタ登録（１／４）

【対応内容】 会計基準改正により追加された収支項目を追加します。

【対象画面】 収支計算書マスタ登録

下記「追加項目一覧」の項目を追加されるに伴い、収支科目の設定をお願い致します。

■追加項目一覧
タイトル：事業活動収支の部

No 階層1 階層2 階層3

1 介護保険事業収入 利用者等利用料収入 食費収入（特定）

2 居住費収入（特定）

3 その他の事業収入 補助金事業収入（公費）

4 補助金事業収入（一般）

5 市町村特別事業収入（公費）

6 市町村特別事業収入（一般）

7 受託事業収入（公費）

8 受託事業収入（一般）

9 老人福祉事業収入 運営事業収入 補助金事業収入（公費）

10 補助金事業収入（一般）

11 児童福祉事業収入 その他の事業収入 補助金事業収入（公費）

12 補助金事業収入（一般）

13 受託事業収入（公費）

14 受託事業収入（一般）

15 保育事業収入 その他の事業収入 補助金事業収入（公費）

16 補助金事業収入（一般）

17 受託事業収入（公費）

18 受託事業収入（一般）
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3．収支計算書マスタ登録（２／４）

19 障害福祉サービス
等事業収入

その他の事業収入 補助金事業収入（公費）

20 補助金事業収入（一般）

21 受託事業収入（公費）

22 受託事業収入（一般）

23 生活保護事業収入 その他の事業収入 補助金事業収入（公費）

24 補助金事業収入（一般）

25 受託事業収入（公費）

26 受託事業収入（一般）

27 医療事業収入 入院診察収入（公費）

28 入院診察収入（一般）

29 外来診療収入（公費）

30 外来診療収入（一般）

31 訪問看護療養費収入（公費）

32 訪問看護療養費収入（一般）

33 その他の事業収入 補助金事業収入（公費）

34 補助金事業収入（一般）

35 受託事業収入（公費）

36 受託事業収入（一般）

37 〇〇事業収入 その他の事業収入 補助金事業収入（公費）

38 補助金事業収入（一般）

39 受託事業収入（公費）

40 受託事業収入（一般）
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3．収支計算書マスタ登録（３／４）

【対応手順1】集計項目を追加します。

1. 追加する場所で追加を選択します。

2. 名称を入力し、別紙のチェックを入れます。

①②



－12－

3．収支計算書マスタ登録（４／４）

【対応手順2】関連する科目を紐付けます。

手順1で追加した収支項目を選択し、関連する科目を集計対象科目に移動させます。

①
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4．決算書マスタ登録（１／４）

【対応内容】 会計基準改正に伴い追加された決算書項目を追加します。

【対象画面】 決算書マスタ登録

下記「追加項目一覧」の項目を追加されました。それに伴い、集計対象科目の設定をお願い致します。

No 階層1 階層2 階層3 階層4 階層5 階層6

1 事業活動
増減計算
書

サービス
活動増減

サービス
活動収益

介護保険事業収益 利用者等利用料収益 食費収益（特定）

2 居住費収益（特定）

3 その他の事業収益 補助金事業収益（公費）

4 補助金事業収益（一般）

5 市町村特別事業収益（公費）

6 市町村特別事業収益（一般）

7 受託事業収益（公費）

8 受託事業収益（一般）

9 老人福祉事業収益 運営事業収益 補助金事業収益（公費）

10 補助金事業収益（一般）

11 児童福祉事業収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費）

12 補助金事業収益（一般）

13 受託事業収益（公費）

14 受託事業収益（一般）

15 保育事業収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費）

16 補助金事業収益（一般）

17 受託事業収益（公費）

18 受託事業収益（一般）

■追加項目一覧
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4．決算書マスタ登録（２／４）

19 サービス
活動増減

サービス
活動収益

障害福祉サービ
ス等事業収益

その他の事業収益 補助金事業収益（公費）

20 補助金事業収益（一般）

21 受託事業収益（公費）

22 受託事業収益（一般）

23 生活保護事業収
益

その他の事業収益 補助金事業収益（公費）

24 補助金事業収益（一般）

25 受託事業収益（公費）

26 受託事業収益（一般）

27 医療事業収益 入院診察収益（公費）

28 入院診察収益（一般）

29 外来診療収益（公費）

30 外来診療収益（一般）

31 訪問看護療養費収益（公費）

32 訪問看護療養費収益（一般）

33 その他の事業収益 補助金事業収益（公費）

34 補助金事業収益（一般）

35 受託事業収益（公費）

36 受託事業収益（一般）

37 〇〇事業収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費）

38 補助金事業収益（一般）

39 受託事業収益（公費）

40 受託事業収益（一般）
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4．決算書マスタ登録（３／４）

【対応手順1】項目を追加し、関連する科目を紐付けます。

1. 項目を追加する場所にカーソルを移動し、項目追加->集計 を選択します。

2. 名称を入力します。

3. 貸借区分を貸方に設定します。

※表示や書式は必要に応じて変更してください。

4. 関連する科目を集計対象科目に移動させます。

①

②
③

④

※入院診療収益、外来診療収益、訪問看護療養費収益は次頁参照
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4．決算書マスタ登録（４／４）

【対応手順2】入院診療収益、外来診療収益、訪問看護療養費収益は見出しを追加します。

1. 項目を追加する場所にカーソルを移動し、項目追加->見出 を選択します。

2. 名称を入力します。

3. 貸借区分を貸方に設定します。

※表示や書式は必要に応じて変更してください。

4. 見出しと合計の間に集計を追加して、科目を紐付けます。

①

②
③

④


