
WAM NET に対するデータ取込の手順書 

（最終更新：2021 年 6 月） 

平成２９年に改正社会福祉法が全面施行され、社会福祉法人は、定款、役員等報酬支給基準、 

役員等名簿、計算書類及び現況報告書について、インターネットを活用した公表が義務付けられました。 

各法人は決算で年度内の数字を確定後、「WAM NET（ワムネット）財務諸表等電子開示システム」に 

現況報告書・財務諸表等のデータをアップロードして所轄庁に届出を行います。 

財務諸表等を届け出る際、「WAM NET」のホームページ※から Excel 形式の財務諸表等入力シートを 

入手し、法人に関する情報や決算データを入力します。 

※WAM NET ホームページ（https://www.wam.go.jp/content/WAM NET/pcpub/top/） 

 

FisCom 社会福祉法人会計Ｖ６システムでは計算書類（資金収支計算書・事業活動計算書・貸借 

対照表）を財務諸表等入力シートに取り込み可能な形式（CSVファイル）で出力できるので、 

WAM NET に関する入力作業を大幅に軽減できます。 

 

本書では、システムから WAM NET の財務諸表等入力シートへデータ取込を行う際の手順を紹介します。 

書面で分かりにくい点などあれば、お気軽にサポートデスクまでお問い合わせください。 

 

 

 
 

※本マニュアルや参考資料は法人内でご活用ください。 

貴法人以外の関係者への配布や、インターネット上への無断転載・無断使用は禁止しております。 

【ＦＩＳサポートデスク】 

 ＴＥＬ：（０１１）３７６－１９８７ 

 ＦＡＸ：（０１１）３７６－１９８８ 

 メールアドレス：support@FisCom.co.jp 

 サポート受付時間：平日９：００～１７：３０ 

          ※１２：００～１３：００はお電話が繋がりませんのでご注意ください。 

データ取込の代行も承ります 

本書はユーザー自身で WAM NET にデータ取込を行う手順をご案内していますが、 

弊社で取込作業の代行も承っております。（別途有償） 

詳細は弊社営業またはサポートデスクまでお問合せください。 

https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/
mailto:support@fiscom.co.jp
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事前準備 

 

財務諸表等入力シートへの取込を行う前に、次の作業を完了させておく必要があります。 

 

 

 

  

（１）現況報告書の作成

（２）法人情報の確認

（３）現況報告書の仮確定
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（１）現況報告書の作成  

 

今年度分の財務諸表等入力シートを WAM NET のホームページからダウンロードし、 

「現況報告書」シートを作成してください。 

 

「現況報告書作成」ボタンをクリックすると、昨年度 WAM NET に提出した内容が入力された 

現況報告書シートが作成されます。内容を確認し、今年度の修正箇所があれば加筆修正します。 

 

 
※現況報告書の作成方法は WAM NET へご確認ください。 
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（２）法人情報の確認  

 

財務諸表等入力シートの「現況報告書」に入力した法人に関する情報と、FisCom 社会福祉法人会計システ

ムＶ６で登録している情報が一致しているか確認します。 

確認が必要な箇所は次の４点です。 

 

 現況報告書 システム 

法人番号 【１．法人基本情報】－［（４）法人番号］ 
【決算】－［２３．決算データエクスポー

ト］の「法人番号」欄 

拠点区分名称 

【１１．前会計年度における事業等の概要 

－（１）社会福祉事業の実施状況】 

－［①-２拠点区分名称］ 

【設定】－［１４．拠点設定］の 

「正式名称」欄 

事業類型コード 

分類 

【１１．前会計年度における事業等の概要 

－（１）社会福祉事業の実施状況】 

－［①-３事業類型コード分類］と［②事業所の名称］ 

【設定】－［１５．サービス区分設定］の 

「サービス区分コード」と「正式名称」 

事業所の名称 

 

上記情報は現況報告書・システムともに、一度登録しておくと次年度にも引き継がれるため、毎年入力し

直す必要はありません。 

ただし、拠点の追加・減少などにより昨年度から変更された情報があれば手修正します。 

 

システムに関しましては、初めてWAM NET財務諸表等入力シートへデータ取込を行う年度は上記情報を

確認することをお勧めします（システムで使用している名称が、現況報告書と異なるケースが多く見受け

られるためです）。 

 

各項目の確認・修正方法は次のとおりです。 
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法人番号 

 

▼現況報告書の法人番号 

 

 

▼システム 

【決算】－［２３．決算データエクスポート］の「法人番号」欄に、現況報告書と同じ法人番号が 

入力されているかご確認ください。 

  

 

未入力または異なる番号が入力されている場合は、現況報告書と同じ番号に上書き修正します。 

「法人番号」はすべての年度データに反映します。 

※「保存／登録」ボタンは無く、入力するだけでシステムに保存されます。 
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拠点区分名称 

 

▼現況報告書の拠点区分名称 

（法人様により名称は異なります。ご自身の入力シート内でご確認ください。） 

 

 

▼システム 

【設定】－［１４．拠点設定］の「正式名称」欄に、現況報告書と同じ拠点名称が入力されているか 

ご確認ください。 

  

 

拠点の正式名称が現況報告書と異なる場合は、現況報告書と同じ名称に修正します。 

（現況報告書側に誤字・脱字がある場合は現況報告書側の名称を修正してください。） 

 

拠点設定メニュー内で修正したい拠点情報を選択し、画面下部のメニューバーから「Ｆ７ 修正」を 

クリックすると、拠点の修正欄が表示されます。 

「正式名称」欄を修正し、メニューバーから「Ｆ１ 登録」をクリックして作業完了です。 

※最新年度で修正した拠点情報は、過去のすべての年度データに反映します。 

 

※拠点設定は最新年度でなければ修正できません。 

既に翌年度データを作成済の場合は、最新の年度に切り替えてから拠点情報を修正し

てください。処理年度はホーム画面で切り替えます。 
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事業類型コード分類・事業所の名称 

▼現況報告書の事業類型コード分類・事業所の名称 

（法人様によりコード・名称は異なります。ご自身の入力シート内でご確認ください。） 

 

 

▼システム 

【設定】－［１５．サービス区分設定］の「サービス区分コード」と「正式名称」欄に、現況報告書と同

じコード・名称が入力されているかご確認ください。 

対象拠点を選択しメニューバーから「Ｆ１ 表示」をクリックするとサービス区分情報が表示されます。 

  

 

サービス区分のコード・名称が現況報告書と異なる場合は現況報告書と同じコード・名称に修正します。 

（現況報告書側に誤字・脱字がある場合は現況報告書側のコード・名称を修正してください。） 

サービス区分設定メニュー内で修正したいサービス区分情報を選択し、画面下部のメニューバーから 

「Ｆ７ 修正」をクリックすると、サービス区分の修正欄が表示されます。 

「正式名称」「サービス区分コード」欄を修正し、メニューバーから「Ｆ１ 登録」をクリックして作業

完了です。 

※最新年度で修正したサービス区分情報は、過去のすべての年度データに反映します。 

※サービス区分設定は最新年度でなければ修正できません。 

既に年度繰越を行い翌年度データを作成済の場合は、最新年度に切り替えてからサー

ビス区分情報を修正してください。処理年度はホーム画面で切り替えます。 
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（３）現況報告書の仮確定  

 

「（２）法人情報の確認（p.4）」が終わったら、WAM NET 財務諸表等入力シートの現況報告書を 

仮確定します。 

 

① 「現況報告書」シートのチェックを行います。「チェック」ボタンをクリックしてください。 

 

 

② 内容に不備が無ければ「正常終了しました。」というメッセージが表示されます。 

「ＯＫ」をクリックして「トップページに戻る」ボタンをクリックしトップページシートに戻ります。 

※エラーが表示された場合は、メッセージの内容に従い修正してください。 

 

③ 「現況報告書仮確定」ボタンをクリックします。 

「現況報告書の「仮」確定を行います・・・」という確認メッセージが表示されたら「ＯＫ」を 

クリックして仮確定処理を進めてください。 

現況報告書の仮確定が完了し、「勘定科目」シートを作成できる状態になります。 

 

 

 

～ 以上で事前準備は完了です。次ページの「勘定科目作成」へ進んでください。～ 
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勘定科目作成 

 

「事前準備（p.2）」が完了したら、勘定科目の設定を行います。 

 

システムから WAM NET 財務諸表等入力シートに計算書類データを取り込む場合、システムで決算書表示

「する」に指定された科目だけを取り込みます。 

そのため、システムの決算書表示科目と WAM NET 財務諸表等入力シートの科目設定に相違がある場合は

取り込まれる計算書類データに不整合が生じます。 

この章ではシステムと WAM NET 財務諸表等入力シートの科目設定を揃える処理方法をご説明します。 

 

 

 

＊システムの科目設定について   

システムは年度ごとに科目データを保持しています。 

本章で説明する方法でシステム側の科目を修正した場合、修正した内容はその年度だけ反映しており、

他の年度は修正前の情報のままです。 

WAM NET へデータ取り込みを行う時点で、既に年度繰越を済ませており、翌年度の処理データが 

存在している場合、本年度で修正した内容は翌年度の科目設定には反映しませんのでご注意ください。 

この場合は、本年度で行った修正と同じ処理を翌年度でも行っていただくことになります。 

※翌年度の科目設定を修正しないままでも会計業務に支障はありませんが、翌年度の 

決算データを WAM NET に取り込む際に、本年度と同じ科目修正の作業が必要とな

るので、本年度で修正を行う際にあわせて修正して頂くことをお勧めします。 

※既存科目の修正は反映しませんが、年度繰越処理後に新規追加した科目は［繰越残高

再設定］メニューから、新年度に繰り越すことができます。 

 

（１）勘定科目シートの作成

（２）科目設定の確認・修正

（３）勘定科目シートの確定
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（１）勘定科目シートの作成  

 

WAM NET 財務諸表等入力シートで「勘定科目」シートを作成します。 

 

① トップページで「勘定科目作成」ボタンをクリックします。 

 

 

② 法人税の計上の有無を確認するメッセージが表示されます。 

「有」か「無」を選択して「ＯＫ」ボタンをクリックします。 

 

 

③ 勘定科目作成が行われ、「勘定」シートが作成されます。 

「シートへ移動」ボタンをクリックして「勘定」シートを表示してください。 

 

 

④ 「資金収支計算書勘定科目」「事業活動計算書勘定科目」「貸借対照表勘定科目」の順で勘定科目が 

一覧表示されています。このシートとシステムの科目設定を合わせていく作業を行います。 

※シート内のボタン等の操作方法は WAM NET へご確認ください。 
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（２）科目設定の確認  

 

システムと WAM NET 財務諸表等入力シートの科目設定を確認していきます。 

確認にあたり、システムから細科目まで表示した法人全体の計算書類を出力しておくとスムーズです。 

 

▼例：資金収支計算書の出力方法 

※選択されている処理年度が正しいかあらかじめ確認したうえで作業を行ってください。 

① 【決算】－［１．資金収支計算書］メニューを開きます。 

② 拠点区分で「（全体合計）」、印刷科目で「細科目」を指定し、「金額０の中科目以下を 

印刷しない」にチェックします。 

③ 印刷またはプレビュー・Ｅｘｃｅｌ／ＰＤＦ保存します。 

 
※事業活動計算書は［３．事業活動計算書］、貸借対照表は［５．貸借対照表］メニューから出力します。 

 

この方法で出力した計算書類には、今年度数字があり、且つシステム設定で決算書表示が「する」になっ

ている科目が表示されています。 

これらの科目が WAM NET 財務諸表等入力シートの「勘定」シートでも、使用科目として設定されている

のか見比べて確認します。 

あわせて科目名の漢字等も一致しているか確認してください。 

 

WAM NET 財務諸表等入力シートの「勘定」シートはメモ帳に出力できます。 

システムの科目設定と比較する際に、Excel 画面で確認しにくい場合はご活用ください。 
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「メモに出力」をクリックすると、財務諸表等入力シートが保存されているフォルダにテキストファイル

が出力されます。 

 

 

 

 

▼正しい設定例： 

「保育事業収入－施設型給付費収入」は、システム・勘定シートの両方で小科目まで表示する設定に 

なっている → データを正しく読み込ませることができます。 
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▼誤っている設定例①： 

「保育事業収入－施設型給付費収入」の小科目「施設型給付費収入」「利用者負担金収入」について、 

勘定シートは表示する設定になっているが、システムは決算書表示「しない」になっている 

 → データを正しく読み込めない可能性があります。 

 

つぎの方法で修正します。 

・勘定シートの設定に合わせる 

 →「決算書表示の切り替え（p.15）」で、非表示としている小科目を表示に修正 

・システムにあわせる 

 →「勘定シートの表示設定切り替え（p.16）」で、表示している小区分を非表示に修正 

 

 

▼誤っている設定例②： 

小科目「施設型給付費収入」「利用者負担金収入」について、勘定シートは未設定（非表示設定）だが

システムは決算書表示「する」になっている 

→ データを正しく読み込みません。 

 

つぎの方法で修正します。 

・勘定シートの設定に合わせる 

 →「決算書表示の切り替え（p.15）」で、表示している小科目を非表示に修正 

・システムにあわせる 

 →「勘定シートの表示設定切り替え（p.16）」で、非表示としている小区分を表示に修正、 

  または「勘定シートへ科目追加（p.17）」で、小区分を追加する 
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▼誤っている設定例③： 

同じ科目でも、勘定シートとシステムで名称・漢字が異なる 

→ データを正しく読み込みません。 

例③-1：「寄附金」と「寄付金」で漢字が異なる 

 

例③-2：「その他の支出」と「その他支出」 

 

つぎの方法で修正します。 

・勘定シートの設定に合わせる 

 →「科目名称変更（システム）（p.15）」で、システム側の科目名称を修正 

・システムにあわせる 

 →名称変更可能な科目：「科目名称変更（勘定シート）（p.18）」で、 

勘定シート側の科目名称を修正 

名称変更不可の科目：「勘定シートへ科目追加（p.17）」で正しい名称の科目を新規作成 

※勘定シートの科目設定は本年度中に追加した科目のみ修正が可能です。 

あらかじめシートに登録されている科目や、過去年度で手動追加した科目は修正でき

ません。 
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（２-１）科目設定の修正  

 

「（２）科目設定の確認」で修正が必要となった場合の処理方法をいくつかご案内します。 

 

決算書表示の切り替え 

システム側の科目表示を切り替える場合は「決算書表示」を修正します。 

 

① システムの【設定】－［４．科目設定］メニューを開きます。 

② 該当の科目をダブルクリックして編集画面を表示します。 

③ 決算書表示欄で「する」「しない」を切り替えます。 

④ 「Ｆ１ 登録」をクリックして設定を保存します。 

 

 

科目名称変更（システム） 

システム側の科目名称を勘定シートの名称に合わせる場合、科目の「正式名称」を修正します。 

 

① システムの【設定】－［４．科目設定］メニューを開きます。 

② 該当の科目をダブルクリックして編集画面を表示します。 

③ 「正式名称」欄で科目名を修正します。 

④ 「Ｆ１ 登録」をクリックして設定を保存します。 
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勘定シートの表示設定切り替え 

勘定シート内で設定している既存科目の「表示／非表示」を切り替えます。 

 

① 表示設定を切り替えたい科目の行をクリックします。 

② 列の右側にある「表示」欄で切り替えます。「〇」＝ 表示 ／ 「×」＝ 非表示 です。 

 
※表示する科目は「〇」になり背景が青色、非表示の科目は「×」になり背景が灰色になります。 

 

＊勘定シートの「非表示」機能について 

該当の科目に連なる下位科目すべてを非表示に切り替える場合、集計先の科目を非表示にすると、以降

全ての科目が非表示になります。 

 

※システムで未使用、または今年度数字の計上が無い科目を必ずしも非表示にしなけれ

ばならない訳ではありません。 

表示設定のままでも、システムで数字が無い、または決算書表示「しない」になって

いる科目は WAM NET 財務諸表等入力シートには取り込まれませんので、そのまま

でも問題ありません。 
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勘定シートへ科目追加 

勘定シートに未登録の科目がある場合は「科目挿入」機能を使い追加します。 

① 科目を追加したい行をクリックして、画面右上にある「科目挿入」ボタンをクリックします。 

 

② 追加挿入する行数を入力します。１０行まで同時追加が可能です。 

半角数字を入力して「ＯＫ」ボタンをクリックします。 

③ 指定した行数が追加されます。手動追加した行は背景が 白色 で表示されます。 

システムと同じ科目名称を手入力してください。 

 

④ 科目追加が完了したら、画面右上の「チェック」ボタンをクリックします。 

重複する科目や、入力不備がある科目データがあればエラーメッセージが表示されるので、 

メッセージの内容にあわせて修正してください。 

「チェックが完了しました」というメッセージが表示されれば、問題なく設定できています。 

チェック後、手動で追加した科目は既存科目と区別するため青字で表示されます。 

 

＊科目削除について 

余分に科目挿入を行ってしまった場合や、追加した科目が不要となった場合は「科目削除」ボタンから

削除できます。該当の科目をクリックし、画面右上の「科目削除」をクリックしてください。 

※シートにあらかじめ登録されている科目や、過去年度に手動追加した科目は削除できません。 
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科目名称変更（勘定シート） 

本年度で手動追加した科目（背景が 白色 の科目です）は名称変更が可能です。 

該当の科目をクリックして、正しい名称に上書き修正してください。 

 

シートにあらかじめ登録されている科目や、過去年度に手動追加した科目は名称変更できません。 

正しい名称で新しく科目追加を行うか、シートでなくシステム側の科目名称を修正するなどで対応してく

ださい。 
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（３）勘定科目シートの確定  

 

科目の設定・修正が終わったら、勘定科目シートを確定します。 

 

① 「勘定」シートのチェックを行います。右上の「チェック」ボタンをクリックしてください。 

 

 

② 内容に不備が無ければ「チェックが完了しました。」というメッセージが表示されます。 

「ＯＫ」をクリックして「トップページに戻る」ボタンをクリックしトップページシートに戻ります。 

※エラーが表示された場合は、メッセージの内容に従い修正してください。 

 

③ 「勘定科目確定」ボタンをクリックします。 

「「確定」を実行すると、ここで設定された勘定科目が計算書類に反映されます・・・」という 

確認メッセージが表示されたら「ＯＫ」をクリックして確定処理を進めてください。 

勘定科目の確定が完了し、「計算書類、財産目録」シートを作成できる状態になります。 

 

 

 

～ 以上で勘定科目の設定は完了です。次ページ「計算書類の取込」へ進んでください。～ 
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計算書類の取込 

 

「勘定科目作成」が完了したら、計算書類データを取り込みます。次の手順で取込を行ってください。 

 

なお、本書では「計算書類の整合性チェック」までの手順をご案内します。 

整合性チェック以降の「公開用計算書類の作成」「財産目録」「社会福祉充実残額算定シート」に関して

は、システムからのエクスポートに対応していませんので、WAM NET の手順に則り、財務諸表等入力シ

ート側で作業を進めてください。 

 

 

 

（１）決算データエクスポート

（２）計算書類シートの作成

（３）計算書類の取込

（４）補足情報の取込

（５）取込内容の確認

（６）整合性チェック



FisCom 社会福祉法人会計システム V6／WAM NET に対するデータ取込の手順書（計算書類の取込） 

21 

（１）決算データエクスポート  

 

システムから、WAM NET 財務諸表等入力シートに取り込むデータをエクスポート（出力）します。 

システムでは次の６帳票を、ＣＳＶファイル形式で外部に出力します。 

・資金収支計算書 

・事業活動計算書 

・貸借対照表 

・資金収支計算書補足情報 

・事業活動計算書補足情報 

・貸借対照表補足情報 

 

① FisCom 社会福祉法人会計Ｖ６システムの処理年度が正しい年度であるか確認します。 

処理年度はホーム画面で切り替えます。 

異なる年度のデータを出力することの無いようご注意ください。 

 

② 【決算】－［２３．決算データエクスポート］メニューを開きます。 

③ １帳票ずつ、出力するＣＳＶファイルの保存先を指定します。 

右端の「…」をクリックすると、ファイルの保存先を設定する画面が開きます。 

ＰＣ内（ＵＳＢなどの外部媒体でも可）のお好きな箇所に保存先を指定し、作成するファイル名を 

入力して「保存」ボタンをクリックすると、システムに保存先が登録されます。 
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出力するすべての帳票に対してこの処理を行います。 

すべて同じ保存先で良い場合は、最初に入力した保存先をコピー＆ペーストし、末尾のファイル名のみ

上書きしていくとスムーズに進められます。 

※ファイル名頭の￥マークと、末尾にある拡張子の「.csv」は消さないようにご注意ください。 

 
 

③ 保存先を指定したら画面下部のメニューバーから「Ｆ１ 実行」をクリックします。 

「処理が完了しました。」というメッセージが表示されればエクスポート完了です。 

指定した保存先にＣＳＶファイルが作成されます。 

 

  



FisCom 社会福祉法人会計システム V6／WAM NET に対するデータ取込の手順書（計算書類の取込） 

23 

（２）計算書類シートの作成  

 

システムから決算データをエクスポートしたら、財務諸表等入力シートの準備を進めます。 

WAM NET 財務諸表等入力シートの「トップページ」で、「計算書類、財産目録作成」ボタンを 

クリックします。 

 

 

「計算書類の作成処理に時間がかかります。実施してよろしいですか？」という確認メッセージが表示さ

れたら「ＯＫ」をクリックして進めてください。 

作成が完了すると、「処理中です・・・」のメッセージが消えて「計算書類シートの入力準備ができました。」という

完了メッセージが表示されます。「ＯＫ」をクリックして計算書類、財産目録の「シートへ移動」ボタンをクリックし

てください。 
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（３）手順１：計算書類の取込  

 

ここでは【計算書類サマリシート】内にある「手順１：「資金収支明細」、「事業活動明細」、「貸借」

の入力」の作業手順をご説明します。 

手順１では、決算データエクスポートした書類のうちつぎの３帳票を取り込みます。 

  ・資金収支計算書 

  ・事業活動計算書 

  ・貸借対照表 

 

 

① 「計算書類」シートの【手順１】にある「資金明細」シートの「ファイル取込」ボタンを 

クリックします。 

 

 

② 取り込むファイルを選択する画面が開くので、「（１）決算データエクスポート」で出力した 

資金収支計算書のエクスポートファイルを指定し「開く」をクリックします。 
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③ WAM NET 財務諸表等入力シートに資金収支計算書のファイルデータが取り込まれます。 

読み込みが終わると「資金収支計算書 連携ファイル取込が完了しました。」というメッセージが 

表示され、下にデータ件数と取込件数が表示されます。 

 

＜データ件数と取込件数が同じ場合＞ 

すべてのデータが読み込まれました。「ＯＫ」をクリックして④へ進んでください。 

 

＜データ件数と取込件数が異なる場合＞ 

一部の無いように不備があり、全てのデータを取り込めていない状態です。 

「ＯＫ」をクリックして、「（３-１）ファイル取込に失敗した場合」へ進んでください。 

   

 

④ 「事業明細」シート、「貸借」シートも同様に、①～③の手順で取込を行います。 

 

上記手順で読み込んだ計算書類データは、財務諸表等入力シートの【資金】【事業】【貸借】シートに 

反映します。各計算書類の内容は、「計算書類サマリシート」の手順１にある「シートへ移動」ボタンで

移動し、拠点ごとにデータを閲覧できます。 

読み込んだデータが正しく反映されているかご確認ください。 
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（３-１）ファイル取込に失敗した場合  

 

取り込んだファイルのデータ件数と取込件数に差異がある場合、システムと財務諸表等入力シートの 

内容に相違があることが原因と考えられます。 

 

このとき、WAM NET 財務諸表等入力シートを保管しているフォルダの中に「入力シートエラーログ」と

いうテキストファイルが自動生成されるので、まずはエラーの内容を確認しましょう。 

 

エラー内容に応じて、適切にシステムまたは財務諸表等入力シートの内容を修正し、再度修正後のエクス

ポートファイルを取り込みます。 

再度エラーが出る場合はこの一連の処理を繰り返し行い、エラーを解消していきます。 

 

 

 

または、エラー以外の箇所は正常に取り込まれているので、不足している部分はシートに直接入力してい

くことも可能です。              ※直接入力の方法・手順は WAM NET へご確認ください。 

 

ここでは、ファイル取込で発生するエラーをいくつかご紹介します。 

同様のエラーログが表示されている場合は参考にして修正を行ってください。 

  

「入力シートエラーログ」

ファイルの内容確認

システムまたは財務諸表等

入力シートの内容修正

再度エクスポートファイルを

取り込む
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該当する拠点名称がありません。 

 

システムと入力シートで、拠点の「名称」が異なっている場合に表示されます。 

 

① エラーログファイルから、エラーが起きている行番号を確認します。 

② 取込を行ったＣＳＶファイルを開き、該当の行を確認します。 

 

 

拠点名称は各行の先頭に入力されています。 

この名称が、WAM NET 財務諸表等入力シートの内容と一致しているかご確認ください。 

入力シートの確認箇所は【現況報告書】シート ［１１．前会計年度における事業等の概要－ 

（１）社会福祉事業の実施状況］内の「①－２拠点区分名称」です。 

 

図の場合、システムは拠点名称が「本部」で設定しているのに対し、WAM NET 財務諸表等入力シー

トは「法人本部」で登録しており、名称が異なっていることが分かります。 

 

 

 

 

拠点名称の修正方法については、【事前準備】－［（２）法人情報の確認］－「拠点区分名称」ページを

ご参照ください。 
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該当するサービス区分コードまたは事業所の名称がありません。 

 

システムと入力シートでサービス区分の「コード」または「名称」が異なっている場合に表示されます。 

 

① エラーログファイルから、エラーが起きている行番号を確認します。 

② 取込を行ったＣＳＶファイルを開き、該当の行を確認します。 

 

 

サービス区分に関する情報は各行の末尾に入力されています。 

科目名称の右側にある８桁のコードが「サービス区分コード」、その右側にあるのが 

「サービス区分名称（財務諸表等入力シートでいう「事業所の名称」）」です。 

 

この２ヵ所が、WAM NET 財務諸表等入力シートの内容と一致しているかご確認ください。 

入力シートの確認箇所は【現況報告書】シート［１１．前会計年度における事業等の概要－ 

（１）社会福祉事業の実施状況］内の「①-３事業類型コード分類」と「②事業所の名称」です。 

 

図の場合、システムは事業所名称が「本部」で設定しているのに対し、WAM NET 財務諸表等入力シ

ートは「法人本部」と登録しており、名称が異なっていることが分かります。 

 

 

 

 

サービス区分関連の修正については【１．事前準備】－［（２）法人情報の確認］－「事業類型コード分

類・事業所の名称」ページ（p.7）をご参照ください。 
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該当する勘定科目名称がありません。 

 

システムと入力シートで科目の「名称」が異なっている場合に表示されます。 

 

① エラーログファイルから、エラーが起きている行番号を確認します。 

② 取込を行ったＣＳＶファイルを開き、該当の行を確認します。 

科目名は各行に 大科目→中科目→小科目→細科目 の順で連続して表示されています。 

 

③ ＣＳＶファイルの科目名称と、財務諸表等入力シートの科目設定が一致しているか確認します。 

入力シートの「勘定」シートで該当科目の名称を確認してください。 

 

 

上図の場合、ＣＳＶファイルと入力シートで大科目の名称が異なっていることが分かります。 

（ＣＳＶファイル：施設設備等補助金収入  入力シート：施設整備等補助金収入） 

内容に応じて、システムまたは入力シートを修正して名称を揃えてください。 

 

◆システムの科目設定を修正する場合◆ 

システムの科目情報を修正し、再度決算データエクスポートを行い最新のＣＳＶファイルを作成して入

力ファイルに取り込みなおします。修正方法等の詳細は【勘定科目作成】－［（２-１）科目設定の修

正］－「科目名称変更（システム）」ページをご参照ください。 

 

◆財務諸表等入力シートの科目設定を修正する場合◆ 

財務諸表等入力シートの方で修正可能な科目は今年度手動追加した科目だけです。 

前年度以前に手動追加した科目や、元からシステムに入力されている科目は修正できません。 

今年度追加した科目以外で、入力シート上から修正が必要な場合は、既存の科目は非表示（表示「×」）

にして新規で科目を追加してください。 

詳細は【勘定科目作成】－［（２-１）科目設定の修正］－「科目名称変更（勘定シート）」ページを 

ご参照ください。 

ただし、入力シートから科目修正を行う場合、一旦取り込んだ計算書類シートを破棄して勘定科目シー

トの確定を解除し、修正することになります。 

※入力シートの確定解除方法などは WAM NET へご確認ください。 
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（４）手順２：補足情報の取込  

 

「（３）手順１：計算書類の取込」が正しく完了したら、入力シートの【計算書類サマリシート】内に 

ある「手順２：予算、前年度決算、前年度末の額、及び内部取引消去の入力」に進みます。 

手順２では、決算データエクスポートした書類のうちつぎの３帳票を取り込みます。 

  ・資金収支計算書補足情報 

  ・事業活動計算書補足情報 

  ・貸借対照表補足情報 

 

読み込み方法は手順１と同じです。「ファイル取込」ボタンから取込ます。 

 
※エラーが起きた場合も、手順１と同様に「（３-１）ファイル取込に失敗した場合」をご参照ください。 
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（５）取込内容の確認  

 

【手順１】【手順２】で取り込んだＣＳＶファイルの数字が、正しく財務諸表等入力シートに 

取り込まれているか確認します。 

 

 

計算書類のチェック 

 

① 「計算書類サマリシート」内の【手順１】から「資金明細」シートの「シートへ移動」ボタンを 

クリックします。 

 

 

② 「資金」シートへ画面が移動するので、拠点ごとに計算書類の数字が正しく取り込まれているか 

確認します。 

「資金」シートの下部にある集計欄と、システムから拠点ごとに出力した資金収支計算書の集計欄を 

比較すると確認しやすいです。 

 

 

③ システムから出力したＣＳＶファイルを取り込んでいるので、基本的にはシステムと同じ金額に 

なっているはずですが、事前の設定に不備がある場合は数字がずれてしまいます。 

数字に差異がある場合は原因を確認し、都度修正を行ってください。 
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④ 数字に問題が無さそうであれば、拠点チェックを行います。 

「資金」シート上部にある「チェック」ボタンをクリックしてください。 

 

 

⑤ 不備がある場合メッセージが表示されます。内容に従い修正を行ってください。 

特に問題が無い場合、「チェック処理が完了しました。」というメッセージが表示されます。 

「ＯＫ」をクリックして完了メッセージを閉じ、そのまま「入力完了」ボタンをクリックします。 

 
※「チェック」を行わなければ「入力完了」ボタンを押すことはできませんのでご注意ください。 

 

⑥ 「入力された内容が決算書類と一致していることを確認済の場合チェックしてください。」という 

確認画面が表示されるので、チェックボックスにチェックを入れて「確認」ボタンをクリックします。 

 

⑦ 「○○（拠点名）の資金収支計算書の入力が完了しました。」という確認メッセージが表示されたら 

「ＯＫ」をクリックして閉じます。 

該当の拠点の「資金」シートは「完了取消」ボタン以外動作しないロック状態になります。 

 

 

⑧ 複数拠点ある法人は、「拠点区分切り替え」ボタンから表示拠点を切り替えて、すべての拠点に 

対して数字の確認→チェック→入力完了の処理を行います。 

 

 

⑨ ①～⑧の処理を、「事業明細」シートに対しても行います。 
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⑩ 「貸借」シートは、数字の確認を行った後、支払資金の転記処理を行います。 

まず、「貸借」シート内の右側にある「支払資金の対象」欄で、流動資産と流動負債について、 

支払資金の対象となる科目に「〇」が付いているか確認します。 

 
※流動資産・流動負債のうち、どの科目が支払資金の対象となるか不明な場合は、 

会計士の方にご確認頂くか、弊社サポートデスクまでお問い合わせください。  

 

⑪ 支払資金の対象科目確認が終わったら、「支払資金の額を転記」ボタンをクリックします。 

「支払資金の額（当年度末）」と「支払資金の額の調整」欄に今年度分の数字が転記されます。 

 

 

⑫ 他の帳票と同じようにチェック→入力完了の処理を全ての拠点で行います。 
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⑬ 資金明細・事業明細・貸借シートで全拠点のチェックを行ったら、念のため「入力状況」を 

確認しましょう。【計算書類サマリシート】に戻り、【手順１】の「入力状況」シート欄の 

「シートへ移動」ボタンをクリックします。 

表示される【計算書類入力状況】で各計算書類の入力状況がすべて「完了」になっていればＯＫです。 
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補足書類のチェック 

 

計算書類のチェック、入力状況の確認が終わったら、補足情報の確認へ進みます。 

 

① 【計算書類サマリシート】の手順２から、「資金収支計算書」の「シートへ移動」ボタンを 

クリックして、「内部取引」シートへ移動します。 

 

 

② 次の内容ごとに、法人全体の数字が横並びで表示されています。 

左側から順に内容を確認していきます。データの無い箇所はブランク（空欄）です。 

 資金収支 事業活動 貸借対照表 

１様式 予算 前年度決算 前年度末 

２様式 事業区分間の内部取引 事業区分間の内部取引 事業区分間の内部取引 

３様式 拠点区分間の内部取引 拠点区分間の内部取引 拠点区分間の内部取引 

 

③ 数字に問題が無ければ、各帳票の左上にある「チェック」ボタンをクリックします。 

内容に不備が無ければ「チェック処理が完了しました。」というメッセージが表示されるので 

「ＯＫ」ボタンをクリックしてチェック完了です。 

※「事業活動」「貸借対照表」でも「チェック」を行ってください。 

 

 

④ 画面左上にある「計算書類サマリシートに戻る」ボタンをクリックして【計算書類サマリシート】へ 

移動します。 
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（６）手順３：計算書類の整合性チェック  

 

① 【計算書類サマリシート】の手順３で「整合性チェック」ボタンをクリックします。 

 

 

② 「整合性チェックが完了しました。」というメッセージが表示された場合：チェック完了です。 

 

  他のメッセージが表示される場合：一部データに不整合があります。 

エラーメッセージが表示されるので、「ＯＫ」で閉じていくと、自動的に【トップページ】シートへ

遷移します。下部の「メッセージ」欄にエラー内容が一覧表示されます。 

内容を確認し、必要な修正を行います。 

 

 

整合性チェックを行いエラーが発生した場合、エラー内容は法人様により異なります。 

どのようなエラーかによって修正方法等も変わりますので、ご不明な点があれば弊社サポートデスクまで

お問い合わせください。 

 

次ページより、参考までにエラーメッセージの例をいくつかご案内します。 

同じメッセージが表示されていたとしても、エラーの箇所により対応は変わりますのでご了承ください。 

 

システムから対応できる箇所は手順３で終了となります。 

以降の「公開用計算書類の作成」「財産目録」「社会福祉充実残額算定シート」に関しては、 

システムからのエクスポートに対応していませんので、WAM NET の手順に則り、 

財務諸表等入力シート側で作業を進めてください。 
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エラーメッセージ例 

 

例①：資金収支と貸借対照表の関係で「○○（拠点名）の当期末支払資金残高」が 

一致していません。 

 

→資金シートで「当期末支払資金残高」を確認するほか、貸借シートで「支払資金の対象」としている 

科目、金額をご確認ください。 

 

～ 以下、作業の一例です。～ 

 

① 【計算書類】のシートへ移動し、手順３の「整合性チェック」のシートへ移動します。 

 

 

② 「拠点区分切り替え」ボタンでエラーが出た拠点を選択すると、該当の拠点で行った整合性チェック 

の内容が表示されます。 

不整合がある箇所は黄色または赤色でハイライトされています。黄色は警告・赤色はエラーです。 

 

 

③ ハイライトされた箇所のデータを比較して、どちらの帳票に誤りがあるのか確認します。 

上図の例でいくと、資金収支計算書の数字は正しく（システムの数字と一致）、貸借対照表側の数字が 

誤っていることが分かったので、「貸借シートへ移動」ボタンをクリックし、実際の帳票データを 

確認します。 

 

④ 不整合がある帳票のデータを確認し原因を特定します。 

※原因不明の場合は弊社サポートデスクまでお問い合わせください。 
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例の場合、貸借対照表の「支払資金の対象」とする科目に漏れがありました。 

 

 

⑤ 原因となった箇所を修正します。一度チェックの際に「入力完了」状態にしており編集不可となって 

いるはずなので、該当の拠点のみ、「完了取消」ボタンをクリックして編集可能な状態にします。 

 

 

⑥ 編集が終わったら、「チェック」を行い「入力完了」状態にして、再度計算書類サマリシートから 

整合性チェックを行ってください。 
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例②：事業活動と貸借対照表の関係で「○○（拠点名）の当期活動増減差額」が一致しません。 

 

→事業シート及び貸借シートで「当期活動増減差額」の金額をご確認ください。 

 

 

例③：事業の当年度と前年度の関係で「○○（拠点名）の前期繰越活動増減差額と 

次期繰越活動差額」が一致していません。 

 

→事業シートの「当年度－前期繰越活動増減差額」と「前年度－次期繰越活動差額」の金額を 

ご確認ください。 

 

 

例➃：貸借の当年度末で「○○（拠点名）の資産の部合計と負債及び純資産の部合計」が 

一致していません。 

 

→貸借シートの当年度末の「資産の部合計」と「負債及び純資産の部合計」の金額をご確認ください。 
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