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1.はじめに

　kaikei3は、作者が自身の税務申告のために作成した簿記ソフトです。筆者は、

農業と個人事業を営んでいます。青色申告をして最高65万円の控除を受けるため

に、複式簿記による帳簿類を用意したかったので、自分で簿記ソフトを作成するこ

とにしました。

　農業、事業の他に家計（自分の個人財産）の管理もできるようにしました。この

ように、３つの会計を処理することができるので、会計3=kaikei3=会計さんとい

うネーミングにしました。

　kaikei3で管理できる帳簿類は「現金出納帳」「仕訳帳」と「総勘定元帳」の3

つです。青色申告するためには、これらの他に「固定資産台帳」が必要ですが、こ

れはスプレッドシートなどで簡単に実現できるので、kaikei3には組み入れていま

せん。

　kaikei3を使うためには、ある程度の簿記の知識を必要とします。どの程度かと

言うと、適正に仕訳ができるレベルです。これは、紙の帳簿を付ける場合でも必要

な知識なので、特別に難しいことを求めているわけではありません。

1.1　kaikei3の特徴

　kaikei3は次の特徴を持っています。

　1)農業、事業、家計の3つの会計を処理できる。

　会計ごとに精算表、損益計算書および貸借対照表を作成できる。

　2)現金出納帳と仕訳帳が一つの画面になっている。

　現金出納帳の入力は、仕訳帳に転記されるので入力の手間を省くことがで

きる。

　3)自分で勘定科目を編集することができる。

　ただし、インストール迄に大まかな勘定科目の設定は終えていること。

　4)紙の帳簿は表計算ソフトに任せている。
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　ユーザの好みに合わせて自由に加工できるように、csv形式でファイルに

出力します。

　5)データベースにMySQLを用いている。

　MySQLは、世界中で利用されているオープンソフトなので、安心して利

用できる。

　万一、keikei3で思うようにできないことがあっても、なんとかなる。

　6)オープンソースなので、カスタマイズが可能です。

　kaikei3はソースコードを公開している。

　何か不都合なことがあってもなんとかなる。

　7)フリーのツールで作成されている。

　kaikei3は無料で利用可能なMicrosoft Visual Basic 2010 Expressで開

発されている。

　バグを修正する必要が生じた時でも安心。

1.2　利用可能な環境

　kaikei3は次の環境で動作します。（動作するつもりです。）

　1)Windows7(32bitまたは64bit）

　2)Windows8/8.2(但し未検証）

　オープンソースなので、何か不都合があれば、修正や移植はご自由になさってく

ださい。
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2　インストール

　フリーのデータベースやツールを用いていることもあり、インストール作業は若

干面倒です。

　インストールの大まかな手順は次の通りです。

　1)MySQLのインストール

　2)Visual Basic 2010 Expressのインストール

　3)kaikei3のインストール

　4)基本データの編集（勘定科目定義ファイル）

　5)必須データのインストール

　6)基本データの読み込み

＜注意＞　5）の作業が終わるまでkaikei3を起動しないでください。

2.1　MySQLのインストール

　次のMySQLの公式ウェブサイトサイトに行って、最初にインストーラをダウン

ロードします。

http://dev.mysql.com/downloads/

　ダウンロードしたインストーラを起動してマイクロソフトのサイトに接続して、

必要なソフトウェアをダウンロードし、コンフィグレーションを行います。

　インストール方法については、インターネット上に色々な記事があるので参考に

していただいても構いませんが、私なりにインストール方法についてまとめたド

キュメント（MySQL & VB2010Expressインストレーションマニュアル）もご覧

ください。
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2.2　Visual Basic 2010 Expressのインストール

　次のMicrosoftの公式ウェブサイトサイトに行って、最初にインストーラをダウ

ンロードします。

http://www.visualstudio.com/downloads/download-visual-studio-vs

　ダウンロードしたインストーラを起動してマイクロソフトのサイトに接続して、

必要なソフトウェアをダウンロードし、コンフィグレーションを行います。

　インストール方法については、インターネット上に色々な記事があるので参考に

していただいても構いませんが、私なりにインストール方法についてまとめたド

キュメント（MySQL & VB2010Expressインストレーションマニュアル）もご覧

ください。

2.3　kaikei3のインストール

　圧縮ファイル(kaikei3.zip)を任意のフォルダーで展開します。展開して作成され

たkaikei3フォルダーを、フォルダーごと、ライブラリ→ドキュメント→Visual 

Studio 2010→Projectsにコピーします。

　ここで、先にインストールしたデータベースのユーザー名やログインパスワード

を、ユーザーのシステムに合わせて編集します。

　これらの情報は、次のフォルダーにあるkaikei3.ini ファイルに記述されていま

す。

図 2.1　kaikei3.ini ファイル（構成設定）
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ライブラリ→ドキュメント→Visual Studio 2010 →Projects →kaikei3 

→kaikei3 →bin →Debug

　kaikei3.ini はテキストファイルなので、NotPadで開いて編集することができま

す。kaikei3.ini には次のような3行が含まれています。

[USER]:root
[PASS]:abc123xyz
[SERVER]:localhost

　[PASS]:に続く英数字がパスワードなので、この部分にユーザがMySQLにイン

ストールしたパスワードを記述してください。

2.4　基本データの編集（勘定科目定義ファイル）

　勘定科目定義.odsというファイル（OpenOffice Calcのファイル）を提供してい

ますので、これをベースに、ユーザ自身の勘定科目を定義してください。

OpenOfficeの他、Excelでも開くことができます。勘定科目定義ファイルを修正

するにあたり、次の点に留意してください。

　会計分類ごとに、次の勘定科目は必ず残してください。科目コードや科目名もそ

のままにしてください。

　1)現金

　2)元入金

　科目コードは必ず重複しないように設定してください。

　科目コードは、連続した数値でなくても構いません。ただし、最初の桁は1から

3まで、次の桁は1から5までの値でなくてはなりません。最初の桁は会計分類

（農業、事業、家計の別）、次の桁は勘定分類（資産、負債、資本、費用、収益の

別）です。
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　農業と事業の場合には、税務申告することを前提にしていますので、勘定科目ご

とに、青色申告書に記入する勘定科目名を税務転記先として併記します。

　表計算ソフトでの編集作業が完了したら、CSV形式で保存します。

2.5　必須データのインストール

　MySQL 5.6 Command Line Client（以降MySQL CLIと呼ぶ）を使用して、

keikei3を起動するために最低限必要なデータベースやテーブルを作成します。

　最低限必要なデータベースとは、kaikei3データベースであり、最低限必要な

テーブルとは、kaikei3データベース内に配置される次のテーブルです。

1)kanjokamoku　勘定科目定義

　mysql>　というコマンドプロンプトに続けて、次のように入力します。

　mysql> create database kaikei3;

　これで、kaikei3という名前のデータベース（データテーブルの入れ物）が作成

されました。

　次のように入力して、先程作成したデータベースに移動します。

　mysql> use kaikei3;

　次に、kanjokamoku テーブルを作成するために、以下のMySQLコマンド文

（青色の文字の部分：10行）をCtrl-Cを用いてコピーします。
mysql>
create table kanjokamoku (
kaikei CHAR(1),
kanjo CHAR(1),
kamoku CHAR(2),
code CHAR(4),
kamokumei CHAR(30),
zeimutenkisaki CHAR(40),
CD CHAR(1),
PRIMARY KEY (code)
)CHARSET=sjis;

　MySQL CLIにフォーカスを移動して、マウスの右ボタンをクリックして、「貼

り付け(P)」を選択します。

8



　Enter キーを押すとコピ＆ペーストしたMyQSLコマンドが実行されます。これ

で、kanjokamoku テーブルが作成されます。次のように入力して、ダミーの勘定

科目テーブルを作っておきます。これもコピー＆ペーストすると良いでしょう。
mysql> INSERT INTO kanjokamoku (kaikei, kanjo, kamoku, 
code, kamokumei, zeimutenkisaki, CD) values('1', '1', 
'01', '1101', '現金', '現金', 'D');

　ちゃんとした勘定科目定義テーブルは、後で読み込みます。

図 2.2　MySQL CLIでの入力例
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2.6　基本データの読み込み

　Visual Basic 2010 Expressを起動して、スタートページで「プロジェクトを開

く」を選択します。「プロジェクトを開く」ダイヤログで、Project→kaikei3の下

のkaikei3.slnを選択して「開く」ボタンを押します。

　開くと途端にエラーが表示されます。（悲しいのですが、今のところ、私の実力

はこんなもんです。どなたか良い方法をご存知でしたら教えてください）

図 2.3　Visual sutudio 2010 Expressに表示されたエラー一覧

　でも解決方法がありますので、ご安心ください。これは、VBのソースコードで

参照しているMySQLのライブラリが適切にリンクされていないことが原因のよう

です。

　まず、ソリューションエクスプローラの最上部左端にあるボタン（赤丸）をク

リックして「プロパティー」を開き、左端の一覧から「参照」（青四角）を開きま

す。

図 2.4　参照を開く

　すると、参照名MySQL.Dataが「システム、指定された・・・」と表示されて

いるのが分かります。（図 2.4の緑色で囲った部分を参照）
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　これを次の手順で修復します。

1)既存の不正な参照を削除する

2)正しいMySQLの参照をを追加する

図 2.5　不正な参照を削除

　不正な参照を削除するには、MySQL.Dataという参照名（青四角）を選択して、

削除ボタン（赤楕円）をクリックします。すると、図 2.6のように指定された参照

名が一覧から削除されます。

図 2.6　削除された参照の一覧

　次に、図 2.6に示す追加ボタン（緑楕円）をクリックします。すると、図 2.7のような

画面（参照の追加ダイヤログ）が表示されます。
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図 2.7　MySQL.Dataを追加する

　このダイヤログで、.NETタブ（青楕円）をクリックして、MySql.Data（緑四

角）を選択してから、OK ボタン（赤楕円）をクリックします。すると、図 2.7に

示すように正しいバージョンのMySql.Dataが参照されるようになります。

図 2.7　追加されたMySQL.Data
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　以上の操作で、図 2.8に示すようにエラー一覧からエラーや警告の表示が消えて

なくなります。

図 2.8　きれいになったエラー一覧

　ここまで来ればサクセスです。

　ツールストリップの中の緑の矢印（赤丸）をクリックしてプログラムを動作させ

てみましょう。

図 2.9　ツールストリップ（実行）

　もしも不幸にして、図 2.10のようなメッセージが表示された場合は、2.3章で

修正したkaikei3.ini ファイルの内容に誤りがある可能性があります。OK ボタンを

クリックしてプログラムを修正して、もう一度確認してみましょう。

図 2.10　エラーメッセージ
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　　次のようなメッセージが表示された場合は正常です。初めて起動した場合には、

データベースの内容を初期化する必要があるので、このメッセージが表示されるの

です。

図 2.11　初回起動時に表示されるメッセージ

　初回起動時にこのメッセージが表示された場合、「はい」をクリックします。

　すると、図 2.12に示すダイヤログが表示されるので、会計年度（4桁の数字）

とデータベース名（10文字以下の英数字）を入力して、「作成」ボタンをクリッ

クします。

図 2.12　データベース新規作成ダイヤログ

　暫くすると、次のようなメッセージが表示されるので、OK ボタンをクリックし

ます。

図 2.13　新規データベース作成完了
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　これまでの操作の結果、ようやく図 2.14に示すkaikei3のメイン画面が表示さ

れます。

　もう一つ重要な仕事が残っています。それは、勘定科目定義ファイルのインポー

ト作業です。この作業のためには、2.4章で説明した「勘定科目定義ファイル」の

修正が完了していなければなりません。

　もしも修正が未だなら、一旦 kaikei3を終了して、次回 kaikei3を起動した時に、

以下で説明する手順に従って、勘定科目定義ファイルをインポートしてください。

図 2.13　メイン画面

　オプションメニュー（赤楕円）の中から「ファイルインポート（I)」をクリック

します。すると、次のようなダイヤログが表示されるので、「勘定科目定義」ボタ

ンを選択します。

　図 2.14　ファイルインポートダイヤログ
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　「開く」ダイヤログで、修正した勘定科目定義ファイル（CSV形式）を選択して、

「開く」ボタンをクリックします。

図 2.15　「開く」ダイヤログで「勘定科目定義」ファイルを選択

図 2.16　確認メッセージ

　「開く」ボタンを押すと、図 2.16のメッセージが表示されますので、「OK」ボ

タンをクリックします。正常に勘定科目定義ファイルがインポートされると、次の

メッセージが表示されます。

図 2.17　完了メッセージ
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　最後に、次回 kaikei3.exeファイルを直接起動できるように、デスクトップに

ショートカットを作成しておくと便利です。

　kaikei3.exeは、次のフォルダーにあります。

ライブラリ→ドキュメント→Visual Studio 2010 →Projects →kaikei3 

→kaikei3 →bin →Debug 

17



3　操作方法

　keikei3を起動した時の画面を便宜上、メイン画面と呼びます。メイン画面は次

の部分で構成されます。(図 3.1参照）

　1)メニュー

　2)タブ

　3)現金出納帳

　4)仕訳帳

　5)勘定科目一覧

　6)ステータスバー

図 3.1　メイン画面

　メニューとは、一番上の欄に表示されている「ファイル(F)」「編集(E)」などの

ことです。

　タブとは、その次の欄に表示されている「1 農業」「2 事業」などのことです。

　現金出納帳とは、薄紫色の背景を持つエリアのことです。

　仕訳帳とは、ベージュ色の背景を持つエリアのことです。

　勘定科目一覧とは、水色の背景を持つエリアのことです。

　ステータスバーとは、一番下の欄のことです。
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　日常の入力作業では、現金出納帳や仕訳帳にデータを入力します。ここでは、初

期データが既に入力されているとして、使用方法について説明します。

3.1　現金出納帳

　現金の出し入れは現金出納帳に記入します。実際にデータを入力する前に、これ

から入力するデータの会計分類に合わせてタブを選択します。例えば、農業に関連

する買い物の代金を現金で支払った場合、「1 農業」のタブを選択します。

　別のタブを選択すると、選択された会計分類ごとに残高が表示されます。言い換

えると、タブを選択することで、会計分類ごとの現金残高を知ることができます。

　現金出納帳のデータを入力する時は、左端の「月日」から順に入力して行きます。

　白いボックスは、ユーザが数値などを入力する項目です。水色のボックスは自動

的に入力されます。

　フォーカスを移動させる時には、TAB キーを押してください。フォーカスが「月

日」にある時に、下向き矢印キー「↓」を押すと、仕訳帳の「月日」にフォーカス

が移動します。この機能は仕訳帳だけに記入したい場合に便利に使うことができま

す。逆に、フォーカスが仕訳帳の「月日」にある時に、上向き矢印「↑」キーを押

すと、現金出納帳の「月日」にフォーカスが移動します。

　「月日」は、1月23日の場合、1/23というような形式で入力します。月と日の

間にスラッシュ(/)を入れて下さい。

　「月日」を入力したら、TAB キーを押して勘定科目にフォーカスを移動します。

　勘定科目は4桁の数字で構成されます。勘定科目を暗記するのは大変なので、画

面右端に表示されている勘定科目一覧を参照しながら入力します。

　勘定科目の最初の1文字は、1または2または3で、タブに表示されている数字

と一致します。会計分類が農業の場合、勘定科目は必ず 1で始まります。

　勘定科目の2文字目は、1から5の数字で、1=「資産」、2=「負債」、3=「資
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本」、4=「費用」、5=「収益」に対応しています。

　勘定科目一覧には、ユーザが定義した勘定科目の一覧が表示されるので、それに

一致する数字 4桁を入力します。

　勘定科目の入力を終えたら、TAB キーを押します。すると水色のボックスに勘定

科目の名前が表示されますので、入力内容が正しいがどうか確認してください。も

しも、誤った数字を入力したことに気付いた場合、Shift+TAB キーを押す（Shift

キーを押しながら TAB キーを押す）とフォーカスが、勘定科目に戻るので、数値

を修正します。

　現金出納帳では、「収入」または「支出」のいずれかに金額を入力します。両方

に金額を入力してはいけません。

　勘定科目を入力後に TAB キーを押すと、収入にフォーカスが移動します。支出

に金額を入力する場合は、ここでもう一度 TAB キーを押すと支出にフォーカスが

移動します。

　支出で金額を入力した後に、TAB キーを押すと摘要にフォーカスが移動します。

　摘要には、取引の内容が分かるように記入します。摘要には2文字以上の文字を

入力してください。

　摘要を入力後に、TAB キーを押すと「記帳」ボタンにフォーカスが移動します。

　入力内容に誤りがなければ、Enter キーを押すかマウスの左ボタンをクリックす

れば、データベースの「現金出納帳」にデータが書き込まれます。すると、現金出

納帳に入力した内容がクリアされ、その内容が仕訳帳に転記され、フォーカスが仕

訳帳の「記帳」ボタンに移動します。ここでも内容を確認したら、Enter キーを押

すかマウスの左ボタンをクリックすると、データベースの「仕訳帳」にデータを書

き込みまれます。すると、仕訳帳の「月日」にフォーカスが移動します。

　引き続き「現金出納帳」にデータを入力したい場合には、上向き矢印「↑」キー

を押せば、「現金出納帳」の「月日」にフォーカスが移動します。

20



3.2　仕訳帳

　現金が絡む取引は現金出納帳に記帳する必要があり、かつ、その内容は仕訳帳に

も記入しなければなりません。一方、現金が絡まない取引は、仕訳帳のみに記帳し

ます。

　仕訳帳には、取引の借方と貸方を記入します。借方と貸方の金額は同じになりま

すので、keikei3では借方金額のみを入力するようにしています。借方金額が入力

されれば、自動的に貸方金額にコピーされます。

　kaikei3では「諸口」を扱うことはできません。一般的に「諸口」で処理される

ような取引は、複数の取引に分割して入力します。

　仕訳帳の入力方法は現金出納帳の入力方法とほぼ同じです。

3.3　「ファイル(F)」メニュー

　ファイルメニューの下には、次の4つのサブメニューがあります。

　1)新規作成（N)

　2)開く（O)

　3)ファイルに出力（P)

　4)終了（X)

3.3.1　新規作成

　新規作成サブメニュー中に、「データベース（D)」という項目があります。この

項目は、新しい会計年度を迎えた際に、データベースや空のテーブルを作成する時

に使用します。
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図 3.2　データベース新規作成

　データベース（D)が選択されると、「データベース新規作成」ダイヤログが表示

されますので、新しい会計年度やデータベース名などを入力して「作成」ボタンを

押せば、新しい会計年度に対応したデータベースが作成されます。（図 3.2参照）

　次のテーブルが、指定されたデータベース内に自動的に作成されます。

genkin1 農業用現金出納帳

genkin2 事業用現金出納帳

genkin3 家計用現金出納帳

shiwake1 農業納仕訳帳

shiwake2 事業用仕訳帳

shiwake3 家計用仕訳帳

motocho1 農業用総勘定元帳

motocho2 事業用総勘定元帳

motocho3 家計用総勘定元帳

3.3.2　開く

　メイン画面で操作するデータベースを切り替える時に使用します。

　会計年度の変り目などで、前年度の決算処理が未了だけれども、新年度の現金出

納帳や仕訳帳の入力をしたい場合などには両方の会計年度のデータベースを操作す

る必要があります。そのような場合に「開く」サブメニューを使用します。(図

3.3参照）
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図 3.3　既存のデータベースを開く

　赤矢印で示した部分をクリックすると、既存のデータベースが表示されますので、

その中から選択して、「開く」ボタンをクリックします。

3.3.3　ファイルに出力

　現金出納帳や仕訳帳、総勘定元帳をファイルに出力する時に使用します。ファイ

ルに出力サブメニューが選択されると、「ファイルに出力」ダイヤログが表示され

ます。（図 3.4参照）

図 3.4　ファイルに出力

　ファイルに出力したい帳簿をラジオボタンで選択して、「ファイル名入力」ボタ

ンを押します。（図 3.4では現金出納帳が選択されています。）

　すると、「名前をつけて保存」ダイヤログが表示されるので、ファイルの格納場

所と、ファイル名を入力します。出力されるファイルはテキストファイルで、CSV

形式です。
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　なお、「ファイルに出力」ダイヤログで選択される帳簿は、現在選択されている

タブの会計分類に属するものですので、先にタブで会計分類を選択しておくと良い

でしょう。

3.4　「編集（E)」メニュー

　現金出納帳や仕訳帳で入力した内容を確認したり、削除したり、内容の一部を変

更する場合に使用します。

　編集サブメニューの下には、現金出納帳と仕訳帳があります。編集または表示し

たい帳簿を選択します。

　現金出納帳や仕訳帳は、表形式で表示されます。表示されている行の順番を変更

したい場合には、列の項目をクリックすると、その列をキーにして整列されます。

　特定の行を削除したい場合には、マウスまたは矢印キーでフォーカスされている

セル（青色表示のセル）目的の行に移動して、「削除」ボタンを押します。

　特定のセルを変更したい場合にも同様に、目的のセルにフォーカスを移動して、

数値などを修正してから、「編集」ボタンを押します。

　なお、ここで選択される現金出納帳や仕訳帳は、選択されているタブの会計分類

に属するものですので、先にタブで会計分類を選択しておくと良いでしょう。

　フォーカスの表の左端に移動して、マウスの左ボタンを押しながら上下にドラッ

グするか、シフトキーを押しながら上下矢印キーを押すと複数行を選択することが

できます。この状態で、「削除」ボタンを押すと選択された複数の行を削除するこ

とができます。

　削除されたデータは復活できませんので、注意深く操作してください。
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図 3.5　仕訳帳編集

3.5　「集計（C)」メニュー

　総勘定元帳へ転記をしたり、精算表（損益計算書・貸借対照表を含む）を作成す

る時に使用します。

　総勘定元帳へ転記を選択すると、既存の総勘定元帳データを消去して、あたらに

仕訳帳から総勘定元帳に転記します。

　精算表の表示を選択すると、総勘定元帳のデータを元に勘定科目ごとに集計して

精算表ダイヤログに精算表を表示します。(図 3.6参照）損益計算書から純利益を

計算して表示します。

図 3.6　精算表

　「ファイルに出力」ボタンを押すと、「名前をつけて保存」ダイヤログが表示さ

れて、CSV形式で精算表をファイルに書き出すことができます。
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　このファイルを表計算ソフトで読み込んで加工して、損益計算書や貸借対照表を

作成することができます。

　精算表ダイヤログの「決算処理」ボタンを押すと、決算処理を行います。決算処

理実行後には、現金出納帳や仕訳帳への入力ができなくなりますので、会計年度の

期末日以降に、減価償却費などの仕訳を完了した上で、決算処理を実行します。

3.6　「オプション（O)」メニュー

　オプションメニューには、次の2つのサブメニューがあります。

　1)決算処理の取消（D)

　2)ファイルインポート（I)

　決算処理の取消を選択すると、前節で説明した「決算処理」を取り消します。す

なわち、仕訳帳から決算処理に絡む「損益勘定」と「残高勘定」を削除し、元入金

に振替えられた純利益を元に戻します。

　ファイルインポートを選択すると、「ファイルインポート」ダイヤログが表示さ

れます。(図 3.7 参照）

図 3.7　ファイルインポート

　ここで、「勘定科目定義」「現金出納帳」「仕訳帳」のいずれかを選択すると、

「開く」ダイヤログが表示されるので、インポートするファイルを指定します。適
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切なファイルであれば、ファイルから指定された帳簿にデータが書き込まれます。

　インポートが正しく実行されると、既存のテーブルは失われますので、使用され

る場合には注意してください。

　

　kaikei3をインストール直後に、適切に編集された勘定科目定義ファイルを読み

込むために、ここで説明した機能を用います。

　勘定科目定義ファイルをむやみに変更すると、データテーブルで参照している勘

定科目コードと勘定科目名が不一致になったり、見当たらなくなってしまう恐れが

ありますので、注意してください。できれば、勘定科目の削除や変更はしない方が

ベターです。勘定科目を追加することは問題ありません。

　現金出納帳や仕訳帳は、「ファイルメニュー」の下の「ファイルに出力サブメ

ニュー」で書き出したCSV形式のファイルを表計算ソフトで編集してから、読み

戻すという使い方ができます。

　総勘定元帳は、いつでも仕訳帳から作成することができるので、ファイルイン

ポートによる読み込み機能は設けていません。

3.7　「ヘルプ（H)」メニュー

　ヘルプメニューの下にアバウトサブメニューを設けていますが形式上のものに過ぎませ

ん。
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4　使用方法

　kaikei3は、必要最小限の複式簿記としての機能を実装したものなので、少なか

らずユーザの手を煩わせる場面があります。

　年間を通して、どのような処理が必要なのかを以下に記します。

4.1　期首処理

　年度の初めにあたり、紙の帳簿だったら白紙の帳簿を用意して表紙を記入するの

と同じように、データベースに新年度用のテーブルを作成します。

　この処理に相当するのが、「ファイル（F)」→「新規作成（N)」→「データベー

ス（D)」です。データベース新規作成ダイヤログを開いて、会計年度とデータベー

ス名を入力します。

　すると、指定された名前のデータベースが作成され、その中に会計分類ごとに3

冊の「現金出納帳」と3冊の「仕訳帳」と3冊の「総勘定元帳」に相当するテーブ

ルが作成されます。

　その構造は次のようなものになります。

　データベース名=FY2014

テーブル名=genkin1

テーブル名=genkin2

テーブル名=genkin3

テーブル名=shiwake1

テーブル名=shiwake2

テーブル名=shiwake3

テーブル名=motocho1

テーブル名=motocho2

テーブル名=motocho3

　年度の初めにあたり、ユーザは期首貸借対照表を作成する必要があります。期首

貸借対照表は、期首の資産、負債、資本の状況をまとめたもので、青色申告で最高

65万円の控除を受ける際には必要になります。
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　期首貸借対照表の勘定科目ごとに、仕訳帳に開始仕訳を記入します。例えば、期

首貸借対照表が次の通りだったとします。

表1　期首貸借対照表

勘定科目 借方 貸方

現金 10万円

普通預金 50万円

機械装置 20万円

元入金 80万円

　まず、現金10万円を現金出納帳に開始記入します。勘定科目は「開始残高」と

し、摘要に「前期繰越」と記帳します。この内容は、仕訳帳にも記帳します。

　次に、仕訳帳に普通預金を記帳します。借方に「普通預金」、貸方に「開始残

高」、摘要に「前期繰越」と記帳します。

　さらに、仕訳帳に機械装置を記帳します。借方に「機械装置」、貸方に「開始残

高」、摘要に「前期繰越」と記帳します。

　最後に、仕訳帳に元入金を記帳します。借方に「開始残高」、貸方に「元入金」、

摘要に「前期繰越」と記帳します。

　正しく入力されているかどうか、次の要領でチェックしてみましょう。

　まず、「集計（C)」→「総勘定元帳への転記（M)」を選択します。これで、仕

訳帳に入力した内容が総勘定元帳に転記されます。

　次に、「集計（C)」→「精算表の表示（S)」を選択します。精算表が表示されま

す。その中に、貸借対照表も含まれていますので、事前に作成した期首貸借対照表

と見比べてチェックしてください。

　以上で期首処理はおしまいです。期末まで特別な処理は必要ありません。

　途中で収益状況を確認したい場合には、先程説明した要領で精算表を表示してみ
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ましょう。その中に、損益計算書が含まれているので、純利益を知ることができま

す。

4.2　期末処理

　期末処理と言えば、決算のことですが、帳簿上の決算処理を行う前に、必要に応

じて棚卸（在庫数量の確認）をします。農業の場合、棚卸をする必要があるのは次

のような場合です。

　1)未販売(来期に販売予定）の米穀の在庫がある場合

　この場合、借方「玄米」、借方「農産物期末棚卸高」として仕訳し

ます。

　2)未消費(来期に消費予定）の農薬や肥料などの在庫が大量にある場合

　この場合、借方「農薬」、借方「農産物以外期末棚卸高」などとし

て仕訳します。

　次に、固定資産台帳を手元に用意します。今年、新規に購入した固定資産（取得

価格が10万円以上のもの）があれば、新規に固定資産台帳に記帳します。

　固定資産ごとに本年度の減価償却費を計算し、仕訳帳に、借方「減価償却費」、

貸方「機械器具」などと記帳します。

　帳簿上の決算処理を行うには、まず、「集計（C)」→「総勘定元帳への転記

（M)」を選択します。この処理が選択されると、データベース上の総勘定元帳は

一旦クリアされて、仕訳帳から転記して作成されます。ですから、何度この処理を

呼び出しても総勘定元帳に重複して転記されることはありません。

　次に、「集計（C)」→「精算表の表示（S)」を選択します。すると精算表が表示

されます。この画面で「ファイルに出力」を選択して、精算書をCSV形式でファ

イルに出力しておきます。この中に、損益計算書と貸借対照表が含まれていますの

で、あとで、表計算ソフトで開いて、適当に加工して決算書としての損益計算書と

貸借対照表を作成します。

30



　ここで、作成した損益計算書と貸借対照表を元に、青色申告書に記入します。ま

た、ここで作成した貸借対照表は期末の貸借対照表ですが、これから事業主借と事

業主貸の差を元入金に参入して来期の期首貸借対照表を作ります。

　決算処理ボタンを押すと決算処理が行われますが、決算処理を行った後では、損

益計算書も貸借対照表もゼロでバランスするようになってしまいますので、先に

ファイルに出力しておきます。

　決算処理を行うには、決算処理ボタンを押します。すると、次のような処理が自

動的に行われます。

1)損益計算書勘定の各科目の残高を「損益」に振替える

2)純利益を「元入金」に振替える

3)貸借対照表勘定の各科目の残高を「残高」に振替える

4)帳簿類を締め切るために、会計年度テーブルに決算処理を実行した日付を

記入する

　決算処理により、仕訳帳には、新たに「損益」と「残高」の勘定科目が追加され

ます。

　次に掲げるいくつかの決算に関わる作業を手動で行う必要があります。

1)「集計（C)」→「総勘定元帳への転記（M)」を選択して、決算時を仕訳を総勘

定元帳に反映させます。

2)これはオプションですが、「集計（C)」→「精算表の表示（S)」を選択してみ

てください。オールゼロでバランスした損益計算書と貸借対照表が表示されます。

3)「ファイル（F)」→「ファイルに出力（P)」を選択すると「ファイルに出力」ダ

イヤログが表示されます。ここで、3つの帳簿「現金出納帳」「仕訳帳」「総勘定

元帳」をラジオボタンで一つづつ選択して「ファイル名を入力」を押してファイル

選択ダイヤログでファイル名を入力して、CSV形式でファイルに書き出します。
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4)上記の処理で出力したファイルを、表計算ソフトなどを使用して、罫線を入れた

りカラム名を色づけするなど加工して、紙に印刷します。税法上、これらの帳簿

（紙）は 7年間の保存義務があるようです。
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