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１．基本的な操作

＜ログイン＞

① 農業ポータルおかやまＨｏｍｅ画面（URL：ht t p: / / por t al . oy- j a. or . j p/）

農業ポータルおかやまの「ポータル専用サービス」より「ポータルＩＤ、パスワード」を入力し、

ログイン ボタンをクリックすることで、ユーザ認証され、「②メニュー画面」が表示されます。

※「ポータルＩＤ」は「農業ポータルおかやま」ご利用通知書の「ユーザーＩＤ」となります。

② メニュー画面

メニュー画面より「農業簿記システム」をクリックすると、「③らくらくＷｅｂ簿記システム画面」

が表示されます。
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③ らくらくＷｅｂ簿記システム画面
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農業ポータルおかやまの「ポータルＩＤ、仮パスワード」は、「農業ポータルおかやま」ご利用通

知書にてお知らせいたします。

※「ポータルＩＤ」は「農業ポータルおかやま」ご利用通知書の「ユーザーＩＤ」となります。
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平成２４年９月以降に利用申込された場合は、申込時に窓口で次の「農業ポータルおかやま」ご

利用通知書をお受け取りください。

※「ポータルＩＤ」は「農業ポータルおかやま」ご利用通知書の「ユーザーＩＤ」となります。

＜通知書＞
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ユーザＩＤ・仮パスワードでログオンした後、以下の画面になります。

「農業ポータルおかやま」ご利用通知書のパスワードは「仮パスワード」となりますので、この

画面で「新しいパスワード」に変える必要があります。「新しいパスワード」で上と下に新しいパス

ワード（同じもの）を入力してください。２回入力していただくのは確認のためです。

なお、新しいパスワードは８文字以上２０文字以下でお願いします。

ＯＫ ボタンをクリックすると、「②メニュー画面」になります。

このパスワードの変更をするのは、初回のみです。

次回からは、「①農業ポータルおかやまＨｏｍｅ画面」のポータル専用サービスより、ポータルＩ

Ｄと変更後の新しいパスワードでログインしてください。

※「ポータルＩＤ」は「農業ポータルおかやま」ご利用通知書の「ユーザーＩＤ」となります。
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＜パスワードの再設定＞

① パスワードを忘れた場合やパスワードの変更をしたい場合は「パスワードを忘れた場合」より、

パスワードの再設定を行うことができます。

② 手順に沿って、パスワードの再設定を行います。

パスワード再設定後は、変更後のパスワードでのログインとなります。
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③ パスワードは、ＪＡの窓口で初期化を行うこともできます。

初期化の場合は、申込時にお受け取りいただいた「農業ポータルおかやま」ご利用通知書の

「仮パスワード」に初期化となります。

パスワード初期化後は、変更後のパスワードでのログインとなります。

農業ポータルおかやまの「ポータル専用サービス」より「ポータルＩＤ、パスワード」を入力

し、任意の新しいパスワードに変更（手順はＰ５参照）を行ってご利用ください。
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＜ログアウト＞

① 「コントロールフレーム」の ログアウト ボタンをクリックします。

② メニュー画面に戻るので、 ログアウト ボタンをクリックします。

③ 「ログアウトしました」と画面に出るので、 ホームページに戻る をクリックし終了します。
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＜画面構成＞

らくらくＷｅｂ簿記システムの画面は、以下の３つのフレームで構成されています。

条件フレーム

表示・入力フレーム

コントロール

フレーム

■コントロールフレーム（左フレーム）

ユーザ名の表示、パスワードの変更やらくらくＷｅｂ簿記システムの終了時に使用します。

フレーム内の ボタンをクリックすると、らくらくＷｅｂ簿記システムに関するヘル

プが表示されます。

■条件フレーム（上フレーム）

表示・入力フレーム（下記参照）への表示条件を入力します。

■表示・入力フレーム（メインフレーム）

条件フレームで指定した内容や、入力画面が表示されます。
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＜ダイレクトメニューからの機能選択＞

コントロールフレーム（左フレーム）のダイレクトメニューを使うと、目的の機能に直接ジャ

ンプすることができます。

現在表示している画面から別の画面へ移動したい場合は、ダイレクトメニューより目的の機能

を選択するか、コントロールフレーム（左フレーム）の トップメニュー ボタンをクリックする

と、トップメニューへ移動するため目的の機能をクリックします。

ダイレクトメニュー

＜勘定科目の入力＞

らくらくＷｅｂ簿記システムで勘定科目を選択する際に、勘定科目入力欄のとなりに探ボタン

がある場合は、クリックすると勘定科目の一覧が表示されます。科目コード入力欄に直接、勘定

科目名を打ち込むとその勘定科目が表示されて選択できる「イニシャルキー機能」のほか、勘定

科目コードを入力することもできます。（入力は「半角英数字」で入力してください。）

本書では、１．探ボタンを押して選択する、２．イニシャルキーで選択する、３．勘定科目コ

ードを入力する、のいずれか一つの方法で説明していますが、利用者様の使いやすい方法で入力

してください。（仕訳登録メニューの「よく使う仕訳」選択も同様です。）
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２．集積データの確認と修正

らくらくＷｅｂ簿記システムには、毎月上旬に前月分のデータが、複式簿記で仕訳された状態で

取り込まれます。取込み内容は「仕訳日記帳」で確認します。

＜仕訳日記帳を利用した確認・修正＞

① 仕訳修正メニューから「仕訳日記帳」を選択します。

複数月の期間指定もできます。

１カ月分のみを表示させたい場合は

FROMと TO に同じ月を指定します。

※仕訳の抽出結果は一画面に 100件まで表示されます。

次画面を表示するには、 次頁 ボタンをクリックします。
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カレンダーマーク をクリックするとカレンダーが展開し、選択した日付が入力欄にセット

されます。

抽出条件を指定できます。

■伝票日付 ： 年間 ボタンをクリックすると設定した会計期間（当年 1 月 1 日～12 月 31 日）

がセットされます。

■勘定科目 ：補助科目まで指定可能。

■仕訳区分 ：全仕訳、通常仕訳、決算修正仕訳を指定可能。

■エラー仕訳：仕訳データアップロード時等にエラーになった仕訳データのみを抽出。（背景が

ピンク色の仕訳）

■部門区分 ：両部門、農業部門、不動産部門から選択。

■伝票区分 ：修正、削除伝票を表示するかどうかを指定。

条件フレームの 表示 ボタンをクリックすると、対象の仕訳データが修正可能な状態で表示

されます。
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② 集積された仕訳を確認し、必要に応じて仕訳の修正を行います。

修正したい仕訳の「選択」欄にチェックを入れて、 修正 ボタンをクリックします。

勘定科目欄で勘定科目を指定すれば、

その科目の仕訳だけが表示されるので、

修正したい仕訳が見つけ易くなります。

③ 仕訳が表示されたら、修正したい勘定科目のコード番号を消し、消したところに新しく選び

直す勘定科目名の頭文字をローマ字で入力します。

入力欄の下に、その頭文字で始まる勘定科目（候補）が表示されます。（イニシャルキー検索）

勘定科目名が、選びたい勘定科目に代わったことを確認し、必要に応じて補助科目も選択して、

修正 ボタンをクリックします。
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④ 勘定科目のコードが分かっている場合は、③で修正したい勘定科目のコード番号を消して、勘定

科目のコードを直接入力することも可能です。

入力欄の下に、その頭文字で始まる勘定科目（候補）が表示されます。（イニシャルキー検索）

勘定科目名が、選びたい勘定科目に代わったことを確認し、必要に応じて補助科目も選択して、

修正 ボタンをクリックします。

⑤ 確認メッセージが表示されますので、内容に間違いがなければ ＯＫ ボタンをクリックします。

※事業主勘定で集積している仕訳を修正するケースが多いので、勘定科目「事業主貸（110）」や「事

業主借（230）」で抽出して表示させると便利です。

※事業主勘定を削除すると残高が合わなくなり、貸借が一致しなくなります。

複式簿記の場合は事業主勘定を省くことはできません。

単式簿記の場合は事業主勘定を削除しても問題はありませんが、これらの取引は「収支計算書」

等には影響しませんので、そのまま残しておくことをおすすめします。

14



■税区分について■

２０１９年１０月の改正消費税対応にともない、軽減税率用の税区分（ 部分）および

経過措置に対応した税区分（ 部分）を追加します。

経過措置に対応した税区分（ 部分）は、仕訳の日付にかかわらず標準税率８％で使用

できます。経過措置に定められた取引（契約と受け取りが２０１９年１０月を挟む場合）等で、

２０１９年１０月１日以後の日付で旧税率を適用する必要がある場合には、仕訳日記帳修正画面

等から経過措置に対応した税区分を（０６、１６、２６、３６より）選択し、変更します。

なお、自動で集積するデータ（ＪＡとの取引内容）については、伝票日付および税区分マスタ

の適用期間（開始・終了）により、税区分および税率を自動的に判定します。

【税区分一覧】

税区
適用期間

税区分名称 税率
開始 終了

００ 19970401 99999999 消費税に関係ない科目 ０

０１ 19970401 20140331 課税仕入（課税口） ０．０５

０１ 20140401 20190930 課税仕入（課税口） ０．０８

０１ 20191001 99999999 課税仕入（課税口） ０．１０

０２ 19970401 20140331 課税仕入（非課税口） ０．０５

０２ 20140401 20190930 課税仕入（非課税口） ０．０８

０２ 20191001 99999999 課税仕入（非課税口） ０．１０

０３ 19970401 20140331 課税仕入（共通口） ０．０５

０３ 20140401 20190930 課税仕入（共通口） ０．０８

０３ 20191001 99999999 課税仕入（共通口） ０．１０

０４ 20191001 99999999 課税仕入（軽減） ０．０８

０５ 19970401 99999999 課税仕入（課税口固定） ０．０５

０６ 20140401 99999999 課税仕入（課税口固定） ０．０８

１５ 19970401 99999999 課税仕入（非課税口固定） ０．０５

１６ 20140401 99999999 課税仕入（非課税口固定） ０．０８

２５ 19970401 99999999 課税仕入（共通口固定） ０．０５

２６ 20140401 99999999 課税仕入（共通口固定） ０．０８

３１ 19970401 20140331 課税売上 ０．０５

３１ 20140401 20190930 課税売上 ０．０８

３１ 20191001 99999999 課税売上 ０．１０

３２ 20191001 99999999 課税売上（軽減） ０．０８

３５ 19970401 99999999 課税売上（固定） ０．０５

３６ 20140401 99999999 課税売上（固定） ０．０８

５１ 19970401 99999999 非課税売上 ０

６１ 19970401 99999999 非課税仕入 ０

９８ 19970401 99999999 課税対象外（入金） ０

９９ 19970401 99999999 課税対象外（出金） ０
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＜仕訳日記帳 表形式修正＞

表形式修正を利用すると簡易的に科目を修正することができます。

① 仕訳修正メニューから「仕訳日記帳 表形式修正」を選択します。

② 日付（年月）を指定し、 表示 ボタンをクリックすると修正対象の仕訳が抽出表示されます。

（初期表示の状態では、勘定科目には「事業主貸（110）」と「事業主借（230）」が入っています。）
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③ 摘要欄を確認しながら、修正したい勘定科目のコードまたはアルファベットを入力します。

ヘルプコーナーの勘定科目一覧表もご利用ください。

④ 勘定科目名が、選びたい勘定科目に代わったことを確認し、必要に応じて補助科目も選択して、

修正 ボタンをクリックします。

確認メッセージが表示されますので、内容に間違いがなければ ＯＫ ボタンをクリックします。

※マスタ設定から「補助科目一覧表」を印刷しておくと、コード番号が探しやすく便利です。
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＜仕訳日記帳 明細追加＞

仕訳日記帳を使って明細を追加し、家事按分を行うことができます。

① 家事按分を行う伝票を選択します。

② 行挿入 ボタンをクリックすると、選択した伝票の下に新しい行が挿入されます。

元の伝票番号と同じ伝票番号が使用されます。
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③ 任意の勘定科目で農業分と家事分を分けます。

④ 修正 ボタンをクリックすると、確認メッセージが表示されますので、内容に間違いがなければ

ＯＫ ボタンをクリックします。

19



＜仕訳日記帳 仕訳削除＞

仕訳日記帳を使って仕訳の削除を行います。仕訳の削除には伝票で削除する方法と、明細単位で

削除する方法があります。

■ 伝票単位で削除 ■

① 条件を入力し、削除したい伝票を表示します。

削除したい伝票の「伝票削除」にチェックを入れ、 修正 ボタンをクリックします。

② 確認メッセージが表示されますので、よろしければ ＯＫ ボタンをクリックします。
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■ 明細単位で削除 ■

① 条件を入力し、削除したい伝票を表示します。

削除したい伝票の「行削除」にチェックを入れ、 修正 ボタンをクリックします。

② 削除することにより借方金額と貸方金額が不一致となる場合は、相手科目の金額を修正し、借方

金額と貸方金額が同額になるように相手科目の金額を修正します。

確認メッセージが表示されますので、よろしければ ＯＫ ボタンをクリックします。

※複数伝票を一度に削除したい場合、トップメニュー ⇒ 一括処理メニュー にある

仕訳データ一括削除 から行えます。

21



３．仕訳登録

連動データ以外で発生する取引の追加を行います。仕訳登録は、「簡易入力」と「複式入力」

があります。

仕訳登録では、よく使う仕訳機能を伝票（明細）単位で使うことができます。

「よく使う仕訳」横の入力欄では、番号またはアルファベットを入力することにより候補を

呼び出すことができます。 仕訳適用 ボタンをクリックすると勘定科目、補助科目がセット

されます。

また、 探 ボタンをクリックすると、よく使う仕訳マスタ一覧を呼び出すことができます。

※よく使う仕訳機能はあらかじめいくつか登録してありますが、任意に登録（コード番号

500番以降）することができます。

※一画面から入力できる明細数は４０件です。

番号やアルファベットからの候補の呼び出しは、次の項目で対応しています。

■勘定科目

■補助科目

■税区分

■摘要１
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＜簡易入力＞

① 仕訳登録メニューから「簡易入力」を選択します。

② 条件フレームの「勘定科目」欄で、該当する勘定科目を選択し（必要により補助科目も選択）、

新規 ボタンをクリックします。

ここで選択できる勘定科目は、現

金、預金（普通、当座、定期、そ

の他）、売掛金、買掛金、事業主貸、

事業主借のみです。

※現金入力は簡易入力でらくらく♪

③ 簡易入力用の画面が表示されるので、以下の手順で入力します。

ア）取引のあった日付を入力します。

イ）お金が入ったら「現金入金」、出たなら「現金出金」のいずれか該当する方に金額を入力し

ます。

ウ）「相手科目名」欄には、入金や出金に関する勘定科目を、イニシャルキー検索などで探して

入力します。必要に応じて補助科目も入力します。

よく使う仕訳機能を利用して入力することも可能です。

エ）摘要欄には、取引の内容などをメモ的に入力しておきます。

オ）他の日付の取引があれば、ア）～エ）の手順で入力します。一度に最大４０行まで入力で

きます。

カ）「付箋」にチェックを付けておくと、後で、付箋付きの仕訳だけを検索することができます。

キ）入力できたら、 登録 ボタンをクリックします。
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④ 確認メッセージが表示されますので、内容に間違いがなければ ＯＫ ボタンをクリックします。

※「税区分」および「税区分」欄はシステム設定コードが自動で入力されます。

「税率」はシステム日付により税率を自動的に判定し自動で入力されます。
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＜複式入力＞

「よく使う仕訳」を利用すると、あらかじめ登録してある仕訳事例を画面に呼び出すことがで

きるので、借方・貸方の金額を入力するだけで仕訳の登録を行うことができます。

① 仕訳登録メニューから「複式入力」を選択します。

② 条件フレームの 新規 ボタンをクリックすると、複式仕訳入力が表示されます。

③ 入力画面の 探 ボタンをクリックすると［よく使う仕訳検索］ウィンドウが表示されます。

一覧から、該当するものを選択し、画面下にある 選択 ボタンをクリックします。
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④ 仕訳適用 ボタンをクリックすると、よく使う仕訳コードに該当する借方・貸方の科目コード、

科目名、税区分が一緒に表示され、借方・貸方の金額を入力するだけの状態になります。

⑤ 日付、借方金額と貸方金額、摘要を入力します。画面下部に表示される、借方金額と貸方金額が

同額であることを確認してから 登録 ボタンをクリックします。
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⑥ 確認メッセージが表示されますので、内容に間違いがなければ ＯＫ ボタンをクリックします。
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■ 複数明細の仕訳登録 ■

グループ番号を合わせることで、複数行を１伝票として登録することも可能です。１対１、１

対Ｎ、Ｎ対Ｎの仕訳入力が可能です。（Ｎの最大値は、４０になります。）

① 条件フレームの 新規 ボタンをクリックすると、複式仕訳入力が表示されます。

② 「グループ番号」を同じにすることにより、複数明細で１伝票の仕訳を入力できます。

③ 入力できたら、 登録 ボタンをクリックします。

確認メッセージが表示されますので、内容を確認して ＯＫ ボタンをクリックします。
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４．月次帳票からの仕訳確認

収支計算書や合計残高試算表（精算表）を使うと、一カ月単位で金額を確認することや、仕訳修

正画面へ切り替えて仕訳を変更することができます。

＜収支計算書＞

① 仕 修 メ① 仕訳修正メニューから「収支計算書」を選択します。

② 表示 ボタンをクリックすると、帳票と同じレイアウトで表示画面が開きます。

科目名の横にある 修正 ボタンをクリックすると、その仕訳を修正することができます。
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＜合計残高試算表（精算表）＞

① 仕訳修正メニューから「合計残高試算表（精算表）」を選択します。

② 対象年月を指定し、表示 ボタンをクリックします。

③ 帳票と同じレイアウトで表示画面が開きます。

科目名の横にある 修正 ボタンをクリックすると、その仕訳を修正することができます。
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５．各種帳票出力

＜仕訳日記帳出力＞

① 仕訳修正メニューから「仕訳日記帳」を開きます。

② 条件フレームに「伝票日付」等を入力し、 印刷プレビュー ボタンをクリックします。

③ 表示・入力フレームにＰＤＦが表示されます。 印刷 ボタンをクリックして印刷します。
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＜収支計算書出力＞

① 仕訳修正メニューから「収支計算書」を開きます。

② 条件フレームに「対象年月」等を入力し、 印刷プレビュー ボタンをクリックします。

③ 表示・入力フレームにＰＤＦが表示されます。 印刷 ボタンをクリックして印刷します。
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＜科目別明細表出力＞

① 月次帳票メニューから「科目別明細表・集計表」を開きます。

② 条件フレームに「対象年月」等を入力し、 印刷プレビュー ボタンをクリックします。

③ 表示・入力フレームにＰＤＦが表示されます。 印刷 ボタンをクリックして印刷します。
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６．資産管理

＜減価償却資産管理＞

■ 今期に取得した減価償却資産の登録 ■

① 資産管理メニューから「減価償却資産管理」を選択し、「減価償却資産登録」を選択します。

② 処理区分は「登録」で、 新規 ボタンをクリックして減価償却資産の情報入力を行います。
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③ 入力する項目は、「資産名称」、「資産分類」、「事業割合」、「取得年月日」、「取得価格」、「圧縮前

取得価格」、「償却方法」、「耐用年数」になります。

入力が終了したら 登録 ボタンをクリックします。

※圧縮記帳の適用を受けた場合は、補助金等で差引かれる前の金額を「圧縮前取得価格」に

入力し、差し引いた後の金額を「取得価格」に入力します。
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④ 確認画面が表示されるので、内容を確認します。このとき「償却限度額」、「前期末償却累計額」、

「期首帳簿価格」、「普通償却額」、「当期償却額」、「期末帳簿価格」が自動計算されて表示されま

す。

内容を確認し、 確定 ボタンをクリックします。
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新規に資産を取得した場合

資産コードは自動で採番されます。

資産名称を入力します。

資産分類を選択します。

事業割合を合計で 100％以下に
なるように入力します。
100％以下の数値にすると
残りは「家事用」として計算され
事業割合には反映されません。

償却方法を選択します。

耐用年数を入力します。

面積または数量を入力します。

新規取得の場合、「面積または数量」以外の
残存価格から期末帳簿価格までの項目は
自動で計算されるので入力不要です。

新規取得の場合、
入力不要です。

必要に応じて摘要を入力します。

「仕訳する」とした場合、年末に
「減価償却費仕訳変換」を行うことで
減価償却費が自動で仕訳されます。

新規取得の場合、
入力不要です。
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■すでに取得している減価償却資産の登録 ■

新たにらくらくＷｅｂ簿記を始める場合、すでに取得している減価償却資産は前年度の決算書

の「減価償却費の計算」等をもとに入力する必要があります。

登録手順は今期に取得した減価償却資産と同様です。

登録時に「期首帳簿価格」（前年末の未償却残高）と「前期末償却累計額」を入力します。

「期首帳簿価格」と「前期末償却累計額」は、どちらか片方を入力すればもう片方は自動計算

しします。

※「前期末償却累計額」は「取得価格」から「期首帳簿価格」を差引いた額になります。

＜参考＞

【資産分類】

「資産分類」は、その減価償却資産を、どの勘定科目で扱うかを決める項目です。

例えば、農業機械を登録するとき、資産分類を「機械及び装置」で登録したり「農機具」で登録

したりすると、新規取得や売却償却の仕訳を登録するときに勘定科目選択を間違いやすくなります。

こうしたことを防ぐため、農業機械は「機械及び装置」で登録するなど、一貫性をもって登録し

ましょう。
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前年分の減価償却の計算の写しを準備します。

１

２

４

６

７

減価償却資産登録画面より入力します。

３

５

用途に応じて
１

選択してください。

６

２

４

３

５

７
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■登録済みの減価償却資産の修正 ■

登録済の減価償却資産の内容を修正します。

① 資産管理メニューから「減価償却資産管理」を選択し、「減価償却資産登録」を選択します。

② 処理区分は「修正」で、 表示 ボタンをクリックして登録済みの減価償却資産から修正する減価

償却資産を選択して、 修正 ボタンをクリックします。
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③ 修正画面が表示されるので、該当項目（「取得年月日」、「取得価格」、「耐用年数」等）の修正を

行います。

修正後は、登録時に自動計算済みとなっている「普通償却額」と「割増償却、特別償却」の数値

をクリアして 修正 ボタンをクリックします。

「期首帳簿価格」の登録がある減価償却資産の「取得価格」を修正した場合は、 修正 ボタンを

クリックすると、次のメッセージが出ますので、 戻る ボタンをクリックして、「前期末償却累

計額」と「期首帳簿価格」が「取得価格」と同額となるように入力をして 修正 ボタンをクリッ

クします。
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■ 減価償却資産の売却・除却を入力 ■

今年度に売却または除却した減価償却資産の入力を行います。

① 資産管理メニューから「減価償却資産管理」を選択し、「減価償却資産 売却・除却入力」を選択

します。

② 表示 ボタンをクリックして売却または除却を行う減価償却資産の「売却・処分年月日、入金科

目（売却の場合だけ）」を入力します。

修正 ボタンをクリックして売却または除却入力を行った減価償却資産の登録を完了します。
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■ 減価償却資産関係の帳票出力 ■

減価償却資産の帳票には、「償却資産一覧表」、「減価償却資産表（税務申告版）」、「固定資産台帳」

「減価償却費の計算（別紙）」などがあります。使用目的に応じて出力します。

① 償却資産一覧表

② 固定資産台帳

③ 減価償却費の計算（別紙）
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■ 減価償却費の仕訳変換 ■

① 資産管理メニューから「減価償却資産管理」を選択し、「減価償却仕訳変換」を選択します。

② 更新 ボタンをクリックすると、減価償却費の仕訳が自動生成されます。

③ 変換の結果は仕訳日記帳で確認できます。
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※当期償却費の仕訳は１２月３１日（期末）の日付で「決算仕訳」で作成されます。

※売却・除却の仕訳は売却・処分年月日の日付で「通常仕訳」で作成されます。

仕訳内容は次の通りです。（例：売却した場合の入金科目は現金であった。）

当期償却額 借方：減価償却費 ／ 「○○○○」（資産分類）

除却 借方：雑損失 ／ 「○○○○」

売却益なし 借方：現金・事業主貸 ／ 「○○○○」

売却益あり 借方：現金 ／ 「○○○○」・事業主借

※貸方勘定科目には、資産登録時に選択した資産分類が入力されます。

※農業の「事業割合」が１００％未満の場合、残りは家事利用分として次のように仕訳されます。

借方：「事業主貸」 ／ 貸方：「○○○○」（資産分類）

※「減価償却費仕訳変換」で作成された仕訳は、摘要欄に「減価連動」と表示されます。

※仕訳変換を行わない場合は、減価償却費の仕訳を仕訳登録メニューで手入力する必要があります。

＜注意＞

【取得仕訳】

減価償却資産を登録しただけでは、取得仕訳は発生しません。別途、取得仕訳の入力が必要です。

ただし、データ連動している場合は、その確認と修正で処理します。

＜参考＞

【減価償却費の再仕訳変換】

仕訳変換を再度実行すると、先に作成された仕訳の反対仕訳を自動で起こし、同時に、変更後

の金額で新たに仕訳を発生させます。
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■ 減価償却費シミュレーション ■

減価償却のシミュレーション機能を使って、１０年先までの減価償却費のシミュレーション

データが出力できます。

① 資産管理メニューから「減価償却資産管理」を選択し、「減価償却費シミュレーション」を選択

します。

② ダウンロード ボタンをクリックして、ダウンロードします。

③ １０年先までの減価償却費を計算し、ＣＳＶ形式でダウンロードできます。

ダウンロードイメージ

46



＜育成資産管理＞

■ 今期に取得した育成資産の登録 ■

① 資産管理メニューから「育成資産管理」を選択し、「育成資産登録」を選択します。

② 育成資産分類を選択し、 新規 ボタンをクリックして登録したい育成資産の情報入力を行います。

必須入力の項目は、「育成資産分類、育成資産コード（任意の No.）、育成資産名称、取得等年月、

年度初め価格」です。「年度初め価格」は０円のまま、取得費用額を入力します。入力が終了し

たら 登録 ボタンをクリックします。
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■ 既に取得している育成資産の登録 ■

③ 資産管理メニューから「育成資産管理」を選択し、「育成資産登録」を選択します。

② 育成資産分類を選択し、 新規 ボタンをクリックして登録したい育成資産の情報入力を行います。

必須入力の項目は、今期に取得した育成資産の登録と同様ですが、さらに、「仕訳有無」につい

ても入力の上 登録 ボタンをクリックします。
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■ 投下費用の登録 ■

投下費用（肥料費、農薬費など育成資産に今年かけた費用）を登録します。

④ 資産管理メニューから「育成資産管理」を選択し、「育成資産登録（費用）」を選択します。

⑤ 育成資産分類を選択し、 表示 ボタンをクリックします。

（育成資産分類が空白のままだとすべての育成資産が表示されます。）

別途計算した投下費用を入力し、 修正 ボタンをクリックします。
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■ 育成費用の仕訳変換 ■

① 資産管理メニューから「育成資産管理」を選択し、「育成資産登録（費用）」を選択します。

② 更新 ボタンをクリックすると、育成費用の仕訳が自動生成されます。

③ 変換の結果は仕訳日記帳で確認できます。（期末の日付で作成されます。）
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■ 育成資産から減価償却資産への振り替え ■

熟成した育成資産について、育成資産から減価償却資産へ移す処理を行うことができます。

① 資産管理メニューから「育成資産管理」を選択し、「育成資産登録」を選択します。

② 育成資産分類を選択し、 表示 ボタンをクリックし、該当する資産にチェックを入れ 修正 ボタ

ンをクリックします。
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③ 「育成終了年月」に成熟に至った月を入力し、「取得費用額」に「今期投下費用」を計算して

入力します。また「減価償却連動あり」の欄で「連動する」にチェックを入れ、「資産分類・償

却方法・耐用年数」を入力し、 修正 ボタンをクリックします。

④ 育成資産登録（費用）画面を表示し、取得費用額が正しく設定されていること、熟成取得価額が

「年度始め価格＋取得費用額」となり、年度末価格が０になったことを確認し、 修正 ボタンを

クリックします。
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⑤ 資産管理メニューから「育成資産管理」を選択し、「減価償却資産連動」を選択します。

⑥ 更新 ボタンをクリックすると、育成資産から減価償却資産へ連動されます。

⑦ 熟成した育成資産については、育成資産減価償却資産登録を行えば、連動処理を行う必要はあり

ません。ただし、その場合は取得費用額は必ず登録してください。（登録しないと育成資産表に

残ったままになってしまいます。）

⑧ 連動処理を行っても仕訳は作成されません。（資産管理メニュー内での振替のみ。）正しい決算に

するため、必ず仕訳登録メニューで振替の仕訳を登録してください。
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■ 育成資産を期中に処分した場合 ■

① 資産管理メニューから「育成資産管理」を選択し、「育成資産登録」を選択します。

② 育成資産登録（費用）画面を表示し、途中処分額（年度始め価格＋投下費用額）に金額を入力し、

年度末価格が０になることを確認して 修正 ボタンをクリックします。

③ 上記手順では仕訳は作成されないため、仕訳登録メニューで処分の登録をします。
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■ 育成資産一覧表出力 ■

減価償却資産の帳票には、「育成資産一覧表」があります。 印刷プレビュー ボタンよりＰＤＦ形

式で出力できます。

① 資産管理メニューから「育成資産管理」を選択し、「育成資産一覧表」を選択します。

② 印刷プレビュー ボタンよりＰＤＦ形式で出力できます。
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７．専従者給与管理

■ 専従者（雇人）登録 ■

① 「決算メニュー」から「専従者給与管理」を選択し、「専従者登録」を選択します。

② 新規 ボタンをクリックして専従者（雇人）の情報入力を行います。

必須入力の項目は、「氏名、氏名（ﾌﾘｶﾞﾅ）、生年月日、続柄、郵便番号、住所（1）」です。

「固定支給」を登録しておくと、後の専従者給与登録で自動的にその金額が表示されて便利です。

登録 ボタンをクリックして専従者（雇人）の情報登録を行います。
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③ 登録された情報は、農業用決算書の各欄に自動で表示されます。

・農業用青色申告決算書 2枚目

・農業用白色申告決算書（収支内訳書）
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■ 専従者の扶養者を登録 ■

① 「決算メニュー」から「専従者給与管理」を選択し、「専従者扶養登録」を選択します。

② 条件フレームの〔専従者コード〕ボックス横にある 探 ボタンをクリックし、専従者を選択しま

す。（または、専従者コードを直接入力します。）

58



③ 新規 ボタンをクリックして専従者の扶養者の情報を入力します。

④ 登録 ボタンをクリックすると確認画面が表示されるので、内容を確認します。

また、税基礎の内容と表示された控除合計についても確認します。（控除額は自動的にセットさ

れます。） 確定 ボタンをクリックして専従者の扶養登録を行います。
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■ 給与（賞与）を登録 ■

① 「決算メニュー」から「専従者給与管理」を選択し、「専従者給与登録」を選択します。

② 条件フレームの〔専従者コード〕ボックス横にある 探 ボタンをクリックし、専従者を選択しま

す。（または、専従者コードを直接入力します。）

支給年を入力し、 新規 ボタンをクリックして、給与（賞与）を登録します。
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⑤ 登録 ボタンをクリックすると確認画面が表示されるので、内容を確認し、内容が良ければ、

確定 ボタンをクリックして専従者の給与（賞与）登録を行います。

※年末調整計算を必要とするときは、その年の最後に支給された 12 月の給与（または賞与）の年末

調整計算を「計算する」にします。

※年末調整計算を「計算する」にするためには、次ページから説明する、控除申告データを事前に

登録しておく必要があります。
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■ 申告データの登録 ■

① 「決算メニュー」から「専従者給与管理」を選択し、「控除申告データ登録」を選択します。

② 条件フレームの〔専従者コード〕ボックス横にある 探 ボタンをクリックし、専従者を選択しま

す。（または、専従者コードを直接入力します。）
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③ 新規 ボタンをクリックして専従者の扶養者の情報を入力します。

入力後は 登録 ボタンをクリックして控除申告データ登録を行います。
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■ 専従者給与の各種帳票出力 ■

専従者給与管理の帳票には、「源泉徴収簿」と「源泉徴収票」と「給与支払集計表」があります。

専従者単位に出力する場合はここで出力します。

① 源泉徴収簿

② 源泉徴収票
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■ 専従者給与の仕訳変換 ■

① 「決算メニュー」から「専従者給与管理」を選択し、「専従者給与仕訳変換」を選択します。

② 更新 ボタンをクリックすると、専従者給与登録で登録した給与（賞与）の仕訳が自動生成され

ます。

③ 変換の結果は仕訳日記帳で確認できます。
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＜注意＞「専従者給与管理メニュー」はいわば、「源泉徴収簿」、「源泉徴収票」作成に向けたシステ

ムです。

専従者や雇人への給与（賞与）を貯金口座から振り替えていると、ここで作成される仕訳

が信用取引データと重複する場合があります。そのときは、専従者登録と専従者給与登録

の登録画面から仕訳の有無を「仕訳しない」と選択して、仕訳を作成させないようにして

おきましょう。（※デフォルトは「仕訳しない」です。）
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８．決算

＜決算帳票＞

決算仕訳の結果確認用に使用します。

決算メニューから「決算管理」を選択し、「各種帳票」にある該当の帳票を選択します。

① 消費税区分別科目集計表

伝票日付を指定して「印刷プレビュー」ボタンをクリックします。取引のある科目ごとに課税

仕入額、課税売上額等が表示されます。

※仕訳に使用されている税区分のみが表示されます。

② 課税取引金額集計表

部門区分（農業・不動産）を選択のうえ、伝票日付を指定して「印刷プレビュー」ボタンをク

リックして表示すると、取引のある科目ごとに税込金額、非課税等、課税取引額、仮払消費税、

仮受消費税が表示されます。
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＜棚卸＞

決算メニューから「決算管理」を選択し、「棚卸」にある該当の機能を選択します。

① 棚卸登録

期末棚卸結果の登録を行います。

初めて棚卸結果を登録する場合は、期首の棚卸結果（前期末棚卸結果）も合わせて入力します。

② 棚卸修正

「処理区分」を「修正」とし、「表示」ボタンをクリックします。修正画面が表示されますので、

品目名称、期首・期末の金額等該当項目を修正後、 修正 ボタンをクリックします。
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③ 棚卸一覧表

④ 棚卸仕訳変換

更新 ボタンをクリックすると、棚卸結果の決算仕訳が自動生成されます。

⑤ 変換の結果は仕訳日記帳で確認できます。

仕訳は、仕訳は１２月３１日（期末）の日付で「決算仕訳」で作成されます。
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⑥ 登録情報は農業用青色申告決算書の各欄に自動で入力されます。

・農産物の期首残高は青色申告決算書 1枚目（損益計算書）に表示されます。

・農産物以外の期首残高は青色申告決算書 2枚目に表示されます。

※収入金額の内訳（左欄）へ数字を表示するには、青色申告決算書入力からの入力が

別途必要です。
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＜家事按分＞

農業（事業）と家事の両方で必要となる動力光熱費（電気・水道・燃料）、減価償却費などは、支

払時に全額を経営上の費用として記帳しておき、期末に家事用分をその使用割合（作付面積、使用

頻度）によって按分し費用から差し引くことが必要です。

ただし、これらの費用を支払時に家事用分と区分して記帳している場合はその必要はありません。

決算メニューから「決算管理」を選択し「家事」にある該当の機能を選択します。

① 家事関連費割合登録

事業（農業）と家事の両方に共通して発生する費用は、家事割合を登録し、按分振替仕訳を作成

します。

家事関連割合登録をクリックし、 表示 ボタンをクリックします。

対象科目の家事割合を入力し、 修正 ボタンをクリックします。

※動力奥熱日のように按分対象が複数含まれる科目は、あらかじめ補助科目で仕訳を

整理しておけば、補助科目ごとに家事割合を設定することができます。
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② 家事関連費一覧表

③ 家事関連費仕訳変換

更新 ボタンをクリックすると、現在までの家事関連費の残高に対して家事費用が計算され、

決算仕訳が自動生成されます。
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④ 変換の結果は仕訳日記帳で確認できます。

仕訳は、仕訳は１２月３１日（期末）の日付で「決算仕訳」で作成されます。
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注意

家事関連仕訳の再作成を行うには以下の手順で行います。

① 再集計 ボタンをクリックして、家事割合を修正します。

※ 再集計 ボタンをクリックすると、先に作られた仕訳データは無効となり、新しい

仕訳データが作成されます。

② 更新 ボタンをクリックし、仕訳を作成します。

家事割合を修正
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③ 変換結果は仕訳日記帳にて確認できます。

仕訳は期末である１２月３１日に「決算仕訳」として作成されます。

【初回作成時】 家事割合 20％

【再作成時】 家事割合 30％
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＜決算入力＞

決算書の内容の確認と修正を行うことができます。

決算メニューから「決算管理」を選択し、「農業用」または「不動産用」にある該当の決算書の

機能を選択します。

① 表示 ボタンをクリックすると、〔決算書入力画面〕が開きます。

基本情報 ボタンをクリックすると、〔基本情報登録画面〕が開きます。
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② 基本情報の入力内容は、青色申告決算書１枚目 損益計算書（基本情報）に反映されます。

③ 該当する申告区分、電子申告区分をそれぞれ選択し 登録 ボタンをクリックすると①の画面に戻ります。

（e- Taxによる電子申告をする場合は、電子申告区分を「利用する」を選択します。）

＊申告区分が「農業青色（６５万、５５万）」または「不動産青色（６５万、５５万）」を選択し、電子申告区
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分を「利用しない」を選択の場合は、青色申告特別控除額を５５万円でチェックします。

申告区分が「農業青色（６５万、５５万）」または「不動産青色（６５万、５５万）」を選択し、電子申告区

分を「利用する」を選択の場合は、青色申告特別控除額を６５万円でチェックします。



■ 収入金額の内訳 ■

① 「収入金額」の内訳の 修正 ボタンをクリックすると、〔収入金額入力画面〕が開きます。

② 画面下にある「入力合計」、「損益計算書」、「差額」などを参考に必要な項目を入力し、 登録

ボタンをクリックします。
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③ 印刷プレビュー ボタンをクリックすると、決算書のＰＤＦイメージが表示されます。
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■ 青色申告決算書２枚目 ■

青色申告決算書２枚目（収入金額の内訳、雑収入、雇人費の内訳、専従者給与の内訳）

〈収入金額の内訳〉
〈雑収入〉
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■ 青色申告決算書３枚目 ■

青色申告決算書３枚目（地代・賃借料の内訳、利子割引料の内訳、税理士・弁護士等の報酬・

料金の内訳）

〈地代・賃借料の内訳〉

〈利子割引料の内訳〉

〈税理士・弁護士等の報酬・料金の内訳〉
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■ 青色申告決算書４枚目 ■

青色申告決算書４枚目（貸倒引当金繰入額、青色申告特別控除の計算、本年中における特殊事情）

〈貸倒引当金の内訳〉

〈青申特別控除額の内訳〉

〈本年中における特殊事情〉
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■ 青色申告決算書の内容チェック ■

① 青色申告決算書出力画面の チェック ボタンをクリックすると、決算書間の数字に矛盾がないか

をチェックできます。

② チェック ボタンをクリックすると、決算書の１枚目の数字と２枚目以降の数字に差異がない

かがチェックされ、下図のようなメッセージが表示されます。（※整合性をチェックする機能の

ため、金額が税法上正しいものかどうかを判断するものではありません。）

１枚目の数字と２枚目の数字に差異が

ある場合

１枚目の数字と２枚目の数字に差異が

ない場合

※金額に差異が出る原因として、

・「青色申告決算書入力」の入力間違い

・家事消費金額の仕訳登録漏れ

・減価償却費などの仕訳変換未実施

・専従者給与について、「専従者給与登録の内容」と「仕訳」で金額が違っている

・貸借対照表（期首残高登録）が正しくできていない

などが考えられますので確認します。
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■ 決算処理時の留意事項 ■

【決算時に忘れがちなこと】

・減価償却資産、育成資産、棚卸、家事関連費割合の登録は行いましたか？

特に減価償却資産は、新規に取得した資産の登録や売却除却の登録を忘れがちです。

・減価償却費用、育成費用、棚卸、家事関連費の仕訳変換を行いましたか？

仕訳変換を行わないと青色申告決算書の１枚目（損益計算書）が正しく作成されません。

・農産物の自家消費、減価償却資産の売却除却、育成資産から減価償却資産への振替などの仕訳

を登録しましたか？

これらの事柄があった場合には必ず仕訳登録をしないと、正しい決算書になりません。

・期首残高を登録しましたか？

期首残高を登録しておかないと、貸借対照表が正しく作成できません。

※一度登録しておけば、翌年以降は年次更新により、期末残高は自動的に次期へ繰り越され

るようになるので登録不要になります。

【連動データ以外の仕訳で入力を忘れがちなもの】

入力を忘れやすいと思われる仕訳を例示しますので参考としてください。

① 農産物の自家消費の仕訳

※自家消費の金額は収入扱いになります。相手科目は「事業主貸」です。

※「青色申告決算書入力」での入力と、「仕訳登録」の両方を行う必要があります。

② 家計用の現金や預金から農業関係の支出をしたときの仕訳

※「農業の必要経費を家計から支出した」、「農業関係の借入金かを家計から返済した」、「農業用

の減価償却資産の購入代金を家計から支払った」などがあれば上記のように仕訳します。

※勘定科目は該当するものを選択します。相手科目は「事業主借」です。
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③ 減価償却資産の処分や売却の仕訳

・処分の場合は、その資産の未償却残高（当年の減価償却費を差引いた残り）を費用に計上します。

・売却や下取りの場合、未償却残高（当年の減価償却を差引いた残り）と売却価格や下取価格との

差額を事業主勘定に計上します。

【その他の留意事項】

① 「工具器具備品」の勘定科目について

１０万円未満の器具などを購入した際に「工具器具備品」で仕訳してしまうケースがよく見ら

れます。

こうしてしまうと必要経費には計上されずに、資産として扱われてしまいます。その結果、実

際と違う決算書となってしまうので、「農具費」など費用の勘定科目を使いましょう。

② 「減価償却資産登録」と減価償却資産の仕訳

減価償却資産登録の際に、資産分類を「機械及び装置」としたものについて、新規取得や売却

の仕訳を、「農機具」などで登録してしまうと、総勘定元帳の残高が不自然になってしまうので注

意が必要です。
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【補正仕訳】

各種補正仕訳を例示しますので参考としてください。
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＜ｅ－Ｔａｘ組込用決算書データ ダウンロード＞

ｅ－Ｔａｘ（国税電子申告・納税システム）に取り込むための決算書データをダウンロードし

ます。

① 「決算管理」から「ｅ－Ｔａｘ組込用決算書データ ダウンロード」をクリックします。

② 提出日を入力して、 ダウンロード ボタンをクリックし、 保存 をクリックします。
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９．マスタ設定

＜補助科目設定＞

組合員独自の補助科目を作成します。（個人が作成できる補助科目コードは 700～999です。）

① その他メニューから「マスタ設定」を選択し、「補助科目設定」を選択します。

② 新規 ボタンをクリックして、登録画面を表示します。

③ 各項目に以下のように入力します。

・勘定科目コード：コード番号を入力するか 探 ボタンで補助科目を作りたい勘定科目を選択

・補助科目コード：700～999番の間で任意に設定

・補助科目名称 ：補助科目の名前を入力

・補助科目略称 ：補助科目の名称を入力

・税区分 ：適正な消費税区分を選択

・イニシャルキー：ローマ字で頭文字を入力（イメージしやすいイニシャルで）
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④ 登録 ボタンをクリックして、補助科目の情報登録を行います。

税区分は選択できます
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＜よく使う仕訳設定＞

組合員独自の「よく使う仕訳」を作成します。（作成できる「よく使う仕訳」コードは 500～999

です。）

① その他メニューから「マスタ設定」を選択し、「よく使う仕訳登録」を選択します。

② 処理区分を「登録」にし、 表示 ボタンをクリックして、登録画面を表示します。

③ 項目に以下のように入力します。

・よく使う仕訳コード：500～999番の間で任意に設定

・よく使う仕訳名 ：イメージしやすい仕訳名を入力（全角２０文字以内）

・イニシャルキー ：サジェスト（入力候補）で選択時に利用

・借方・貸方勘定科目：コード番号を入力するか 探 ボタンで勘定科目（必要により補助

科目）を選択

・摘要１・適用２ ：任意で登録（全角１５文字以内）
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④ 登録 ボタンをクリックして、「よく使う仕訳」の情報登録を行います。
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＜申告内訳集計パターン設定＞

決算書の内訳入力の「収入金額の内訳」と「雑収入」は、任意の科目金額を引用することがで

きます。あらかじめ、「申告内容集計パターン設定」より設定が必要です。

① その他メニューから「マスタ設定」を選択し、「申告内訳集計パターン設定」を選択します。

② 申告区分と集計区分を選択し、 表示 ボタンをクリックして登録画面を表示します。

③ 項目に以下のように入力します。

・区分名称：内訳の表示したい行を指定

・勘定科目：「集計区分」で「収入金額」を指定した場合は、500売上高

「集計区分」で「雑収入」を指定した場合は、コード番号を入力するか 探 ボタン

で勘定科目を選択

・補助科目 FROM、補助科目 TO：

内訳に表示させたい補助科目範囲を設定（複数補助科目指定可）
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④ 登録 ボタンをクリックして、「よく使う仕訳」の情報登録を行います。

⑤ 「決算メニュー」の「決算管理」を選択し、「農業用」または「不動産用」にある該当の決算書

の機能を選択します。
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⑥ 表示 ボタンをクリックすると、〔決算書入力画面〕が開きます。

「販売金額」の「内訳」の 修正 ボタンをクリックし〔収入金額の内訳画面〕を開きます。

⑦ 集計 ボタンをクリックすると、仕訳データから引用されたことを確認し、 登録 ボタンを

クリックします。
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⑧ 決算書の「収入金額の内訳」で引用されていることを確認します。
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＜期首残高登録＞

Web簿記システムを利用する際、初めに期首残高の登録が必要です。

※昨年の貸借対照表をもとに登録します。

※Web簿記システムを利用する初年度のみ登録します。次年度からは自動更新されます。

① その他メニューから「マスタ設定」を選択し、「期首残高登録」を選択します。

② 表示 ボタンをクリックします。

③ 金額を入力し、 登録 ボタンをクリックします。
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④ 期首残高一覧表で登録内容をチェックします。

＜注意＞

・ 【事業主貸】・【事業主借】は 0円からのスタートになりますので、金額の入力は不要です。

・ 【控除前所得金額】には金額の入力は不要です。（入力すると貸借対照表の【元入金】に加算さ

れてしまいます。）

・ 【元入金】には貸借の期首残高合計金額の差額を入力します。

【借方合計金額】－【貸方合計金額】＝【元入金】

借方と貸方のそれぞれの合計金額の差額を【元入金】として入力することによって、期首残高

の貸借が一致します。
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