
あすか公益法人会計システム TYPE２の概要 

【ご注意】 

1. 本マニュアルの内容の一部または全部を、無断で転載することは固くお断りします。 

2. 本マニュアルの内容は、将来予告なしに変更することがあります。 

3. 本マニュアルの内容については万全を期して作成致しましたが、万一誤り、お気付きの点 

などがございましたら、ご連絡下さいますようお願い致します。
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1 システムの業務範囲概要 

支出伺書・命 
令書入力 

振替決定兼 
命令・通知書 

入力 

振替／予算入力業務 

承認処理 

バッチ更新 

支出関連業務 

予算入力 

決算・合算業務 

振込業務 

日次・月次帳票業務 

収入決定・通 
知書入力 

承認処理 

収入関連業務



あすか公益法人会計システム TYPE2 

- 2 - 

2 業務分類 

当システムは大きく分類して以下の９の業務で構成され、各業務区別毎にメニューが構成されています。 

業務区別 概 要 

１ 支払関連業務 
支払伺書・命令書入力を行い、承認処理を経て、正式な伝票として 

登録することができます。 

２ 収入関連業務 
収入決定・通知書入力を行い、承認処理を経て、正式な伝票として 

登録することができます。 

３ 振替／予算入力業務 
既に承認済みの伝票として振替決定・通知書を入力します。また、 

当初・繰越予算、補正・流用予算書の入力ができます。 

４ 振込業務 銀行振込データの作成を行います。 

５ 日次帳票業務 
仕訳帳、総勘定元帳、補助元帳などの財務諸表を照会／出力しま 

す。 

６ 月次帳票業務 
統計計算処理で月次集計処理を実施し、試算表をはじめとする月 

次財務諸表や、各種財務資料を照会／出力します。 

７ 決算業務 
収支計算書、貸借対照表等の決算帳票の印刷と期末更新を行いま 

す。 

８ 合算業務 
組合せ会計マスタに登録したパターンに基づき、会計区分を合算し 

た収支計算書、貸借対照表等の決算帳票の印刷を行います。 

９ 保守メニュー 
データのバックアップ、メインとなるマスタファイルの登録・修正・削除 

等のメンテナンスを行います。 

支払／収入入力業務は仮伝票および承認処理の運用を行う場合のみ必要です。この運用を行わな 

い場合は、振替予算入力業務の振替決定・通知書入力から業務をスタートさせます。
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3 メニュー構成 

11 の業務メニューの下に更に各プログラムのメニューが以下の様に登録されています。この各プログラム 

メニューから具体的な処理を実行することができます。 

1 

操作環境設定 

支出伺書入力 

支出命令書入力 

支出伺兼命令書入力 

支出命令書入力(分割) 

支出伺書修正 

支出命令書修正 

支出伺兼命令書修正 

支出伺書印刷 

支出命令書印刷 

契約書印刷 

工事請負契約書・検査証印刷 

請書印刷 

未払金翌年度支出処理 

承認指示 

支出関連業務 

承認確定処理 

2 

操作環境設定 

収入決定書入力 

収入通知書入力 

収入決定兼通知書入力 

収入通知書入力(分割) 

収入決定書修正 

収入通知書修正 

収入決定兼通知書修正 

収入決定書印刷 

収入通知書印刷 

未収金翌年度収入処理 

承認指示 

収入関連業務 

承認確定処理 

3 

操作環境設定 

振替決定兼命令・通知書入力 

振替決定兼命令・通知書修正 

振替決定兼命令・通知書印刷 

承認済伝票削除処理 

当初・繰越予算入力 

補正・流用予算書入力 

補正・流用予算書修正 

補正・流用予算書印刷 

振替/予算入 

力業務 

本伝票消費税情報修正 

4 
銀行振込データ作成 

銀行振込 FD 確認リスト 

振込データ登録処理 

振込データ修正処理 

振込データフラグ設定処理 

振込データ照会 

振込業務 

振込情報一覧表 

5 

操作環境設定 

仕訳帳(伝票一覧) 

総勘定元帳 

補助(内訳)元帳 

内訳元帳 

削除伝票一覧表 

予算整理簿 

内訳別予算整理簿 

総勘定元帳照会 

補助元帳照会 

予算状況照会 

伝票検索照会 

日次帳票業務 

予算執行額過不足一覧表 

6 

操作環境設定 

合計残高試算表 

勘定残高明細表 

収支科目・予算実績残高明細 

表

収支内訳・予算実績残高明細 

表

収支内訳・予算実績残高明細 

表２ 

収支予算書 

残高照会 

予算残高照会 

予算残高照会(起案含む) 

統計計算処理 

月次帳票業務 

勘定仕訳データ整理
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7 

操作環境設定 

収支計算書 

収支計算書(詳細) 

消費税区分集計表 

消費税区分別元帳 

科目別消費税区分集計表 

貸借対照表 

貸借対照表総括表 

正味財産増減計算書 

正味財産増減計算書総括表 

期末更新 

貸借対照表(新会計基準) 

決算業務 

正味財産増減計算書(新会計 

基準) 

8 

操作環境設定 

年間データ吸い上げ処理 

年間データ取り込み処理 

合計残高試算表(合算) 

収支予算書(合算) 

収支・予算実績残高明細表 

(合算) 

収支計算書(合算) 

消費税区分集計表(合算) 

貸借対照表(合算) 

貸借対照表総括表(合算) 

正味財産増減計算書(合算) 

合算業務 

正味財産増減計算書総括表 

(合算) 

9 

バックアップ 

バックアップ 

マスタ保守１ 

大科目ﾏｽﾀﾒﾝﾃﾅﾝｽ 

中科目ﾏｽﾀﾒﾝﾃﾅﾝｽ 

小科目ﾏｽﾀﾒﾝﾃﾅﾝｽ 

科目一覧表 

科目ﾏｽﾀｺﾋﾟｰ処理 

大科目ｺｰﾄﾞ削除 

中科目ｺｰﾄﾞ削除 

小科目ｺｰﾄﾞ削除 

内訳ﾏｽﾀﾒﾝﾃﾅﾝｽ 

摘要ﾏｽﾀﾒﾝﾃﾅﾝｽ 

件名ﾏｽﾀﾒﾝﾃﾅﾝｽ 

相手先ﾏｽﾀﾒﾝﾃﾅﾝｽ 

所属ﾏｽﾀﾒﾝﾃﾅﾝｽ 

担当者ﾏｽﾀﾒﾝﾃﾅﾝｽ 

仕訳ﾊﾟﾀｰﾝﾏｽﾀﾒﾝﾃﾅﾝｽ 

仕訳ﾊﾟﾀｰﾝ印刷 

マスタ保守２ 

作表ﾏｽﾀﾒﾝﾃﾅﾝｽ 

作表ﾏｽﾀ参照作成 

作表ﾏｽﾀ行 No 自動変更 

組合せ会計ﾏｽﾀﾒﾝﾃﾅﾝｽ 

決裁区分ﾏｽﾀﾒﾝﾃﾅﾝｽ 

銀行ﾏｽﾀﾒﾝﾃﾅﾝｽ 

支店ﾏｽﾀﾒﾝﾃﾅﾝｽ 

仕向銀行ﾏｽﾀﾒﾝﾃﾅﾝｽ 

作表ﾏｽﾀ(財産目録) 

固定祝日ﾏｽﾀﾒﾝﾃﾅﾝｽ 

祝日ﾃﾞﾌｫﾙﾄ設定 

祝日ｶﾚﾝﾀﾞｰﾒﾝﾃﾅﾝｽ 

システム保守 

ｼｽﾃﾑ管理ﾏｽﾀﾒﾝﾃﾅﾝｽ 

管理ﾏｽﾀﾒﾝﾃﾅﾝｽ 

動作環境ﾏｽﾀﾒﾝﾃﾅﾝｽ 

伝票 No ﾏｽﾀﾒﾝﾃﾅﾝｽ 

起案 No ﾏｽﾀﾒﾝﾃﾅﾝｽ 

元号ﾏｽﾀﾒﾝﾃﾅﾝｽ 

消費税ﾏｽﾀﾒﾝﾃﾅﾝｽ 

支払区分ﾏｽﾀﾒﾝﾃﾅﾝｽ 

収入区分ﾏｽﾀﾒﾝﾃﾅﾝｽ 

振替区分ﾏｽﾀﾒﾝﾃﾅﾝｽ 

ﾌﾟﾘﾝﾀ切替ﾏｽﾀﾒﾝﾃﾅﾝｽ 

ﾌﾟﾘﾝﾀ管理ﾏｽﾀﾒﾝﾃﾅﾝｽ 

ﾌﾟﾘﾝﾄﾃﾞｰﾀﾒﾝﾃﾅﾝｽ 

操作設定ﾏｽﾀﾒﾝﾃﾅﾝｽ 

科目統計累計額ｾｯﾄ 

内訳統計累計額ｾｯﾄ 

保守メニュー 

伝票 No.欠番ﾁｪｯｸ処理
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9 

データ保守 

起案ﾃﾞｰﾀ 1(ﾍｯﾀﾞ)ﾒﾝﾃ 

起案ﾃﾞｰﾀ 1(明細)ﾒﾝﾃ 

起案ﾃﾞｰﾀ 2(ﾍｯﾀﾞ)ﾒﾝﾃ 

起案ﾃﾞｰﾀ 2(明細)ﾒﾝﾃ 

伝票ﾃﾞｰﾀ(ﾍｯﾀﾞ)ﾒﾝﾃ 

伝票ﾃﾞｰﾀ(明細)ﾒﾝﾃ 

削除ﾃﾞｰﾀ(ﾍｯﾀﾞ)ﾒﾝﾃ 

削除ﾃﾞｰﾀ(明細)ﾒﾝﾃ 

履歴ﾃﾞｰﾀ(ﾍｯﾀﾞ)ﾒﾝﾃ 

履歴ﾃﾞｰﾀ(明細)ﾒﾝﾃ 

科目統計ﾏｽﾀﾒﾝﾃ 

内訳統計ﾏｽﾀﾒﾝﾃ 

起案科目統計ﾏｽﾀﾒﾝﾃ 

起案内訳統計ﾏｽﾀﾒﾝﾃ 

予算科目統計ﾏｽﾀﾒﾝﾃ 

予算内訳統計ﾏｽﾀﾒﾝﾃ 

データ削除 

伝票ﾃﾞｰﾀ削除 

起案ﾃﾞｰﾀ削除 

科目統計ﾏｽﾀ削除 

保守メニュー 

内訳統計ﾏｽﾀ削除


