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財産目録 操作マニュアル 

この資料では、財産目録の作成手順についてご説明します。 
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◎財産目録入力は法人全体でおこなうほか、拠点ごとの入力も対応しています。 

◎財産目録の様式は、厚生労働省が規定する社会福祉法人会計基準の様式４で示しているものを参考にしています。 

◎システムで作成する財産目録は、WAMNET（独立行政法人福祉医療機構）の財務諸表等電子開示システムへの 

データ取込には対応していません。 
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＊財産目録作成の流れ＊ 

 

 

  

財産目録印刷

作成した財産目録を印刷します。

整合性確認

財産目録の入力内容が整合性を保っているか確認します。

財産目録の入力

財産目録の科目や金額の入力をおこないます。

基本操作 データコピー 前年度データ取得 科目一括読込
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基本操作 

財産目録の科目や金額の入力をおこないます。 

①【決算】タブから［13．財産目録入力］メニューを開きます。 

②画面左上で処理年度を確認し、財産目録を作成する拠点を選択します。 

③画面下部の＜F1 修正＞ボタンをクリックします。 

 

画面が編集状態になります。 

編集作業が完了したら以下のボタンで作業を終了します。 

＜F1 登録＞  現在の編集内容で保存します。 

＜F3 クリア＞ 保存済みの内容も含め、入力内容をすべて破棄して空のデータに戻します。 

＜F4 中止＞  現在の編集内容を保存せずに中断します。 

＜F8 終了＞  財産目録入力作業を終了してホーム画面に戻ります。 

 

 

財産目録の作成手順は次ページからご説明します。 

 

  

処理年度を確認 拠点区分を選択 

＜F1 修正＞ 
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①貸借対照表科目 

財産目録に表示する貸借対照表科目を設定します。 

「貸借対照表科目」の左側のセルに直接科目コードを入力するか、 

＜‥＞ボタンをクリックして表示される科目一覧から、該当する科目をダブルクリックして選択します。 

 

※科目リストでは、財産の内訳に準じた大科目がリストアップされるよう 

制限をかけています。例えば流動資産の欄で科目リストを開いた場合、流動資産に該当する

大科目のみ表示します。 

科目を選択すると、右側のセルに科目名が表示されます。 

まずは上記手順で、現金預金科目をすべて設定します。 

現金預金科目のように、貸借対照表科目に計上する金額を複数の勘定科目に分けて管理し、 

財産目録でも分けて記載する場合は、各行に貸借対照表科目の内訳となる勘定科目を入力します。 

※勘定科目ごとに管理していない場合は大科目のみ表示すれば問題ありません。 

内訳の詳細は「場所・物量等」欄に入力します。 

内訳を入力する場合、「貸借対照表科目」欄の大科目名は最初の１行のみ表示すれば、以降は空欄でも構いません。 

 

行が足りない場合は画面下部の＜F6 行挿入＞ボタン、行が多い場合は＜F7 行削除＞ボタンを使用して調整します。 

行挿入は現在カーソルがある行の上に空白行を挿入します。 

 

現金預金科目以外の流動資産、固定資産（基本財産、その他固定資産）、流動負債、固定負債も同様に 

貸借対照表科目を設定します。 

※システムに登録されている大科目をすべて表示する場合は＜科目一括読込＞機能を 

ご利用ください。詳細は「科目一括読込」ページをご参照ください。 

最初の１行に大科目名が入っていれば、以降は空欄でも可 
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②場所・物量等 

「場所・物量等」には指定した貸借対照表科目の使用場所や金融機関名等を手入力します。 

文字数制限はありませんが、長くなると印刷したときに縮小表示されて文字がつぶれてしまう場合があります。 

文字数が多い場合は作成後、Excel 出力してレイアウトを調整してください。 

貸借対照表科目 「場所・物量等」に記載すべき内容 

現
金
預
金 

現金 現金手許有高など 

普通預金 

銀行名・支店名 当座預金 

定期預金 

固
定
資
産 

土地 土地の住所と使用している拠点名 

建物 建物の住所と使用している拠点名 

定期預金 銀行名と支店名 

車輌 車種と使用している拠点名 

積立資産 「普通預金」「定期預金」など、積立資産を保管している状態 

負
債
の
部 

流動負債 

固定負債 
借入先やリース契約した資産等、その科目の内容がわかるよう記載 
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③取得年度 

「取得年度」欄は基本財産とその他固定資産のうち建物のみ、建物を取得した年度を記載します。 

フリーフォーマットですので西暦・和暦など、お好みの表記で入力してください。 

 

 

➃使用目的等 

「使用目的等」欄は、その貸借対照表科目をどういった用途で使用するのか記載します。 

文字数制限はありませんが、長くなると印刷したときに縮小表示されて文字がつぶれてしまう場合があります。 

文字数が多い場合は作成後、Excel 出力してレイアウトを調整してください。 

貸借対照表科目 「使用目的等」に記載すべき内容 

現
金
預
金 

現金 

「運転資金として」など 
普通預金 

当座預金 

定期預金 

固
定
資
産 

土地 

「○○事業で○○施設に使用している」など 

建物 

※負債の部の使用目的等については記載しなくても良いとされています。 
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⑤取得価額・減価償却累計額 

減価償却資産のみ、「取得価額」と「減価償却累計額」を入力します。 

 

 

⑥貸借対照表価額 

各科目の決算日時点の残高を入力します。 

この金額は貸借対照表の当年度末の金額と一致します。 
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⑦小計挿入 

現金預金や建物など、科目ごとの小計を表示したい場合は＜F5 小計挿入＞ボタンをクリックして小計行を追加します。

カーソルがある行の上に小計行が追加されます。 

小計は、その小計行の上にある科目ごとに集計します。 

同じ貸借対照表科目内で複数小計行を挿入することもできます。 

※現金預金のみ、小計行を挿入した場合に小計行から上の科目すべての金額を集計します。 

 

 

ボタンの説明 

画面下部のメニューバーには以下のボタンがあります。 

キー 機能 詳     細 

F1 
修正 財産目録を修正・編集します。 

登録 修正・編集した内容で財産目録を保存します。 

F2 科目一括読込 

財産目録に表示する科目を、システムから一括で読み込みます。 

※その時点で入力している内容は上書きされます。 

詳細は「科目一括読込」ページをご参照ください。 

F3 クリア 保存済みの内容も含め、入力内容をすべて破棄して空のデータに戻します。 

F4 中止 現在の編集内容を保存せずに中断します。 

F5 小計挿入 カーソルがある行の上に小計行を挿入します。 

F6 行挿入 カーソルがある行の上に空白行を 1 行挿入します。 

F7 行削除 カーソルがある行を削除します。 

F8 終了 財産目録入力を閉じてホーム画面に戻ります。 

 

現金預金の小計挿入のみ、その小計行より 

上にある科目すべての金額を集計します。 

その他の小計は、小計行の上にある 

科目ごとに集計します。 
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データコピー 

法人全体のほか、各拠点でも財産目録を作成する場合、その年度で既に作成済である拠点の財産目録データをコピーする

ことができます。 

※データコピーするとその拠点で入力している内容は上書きされますのでご注意ください。 

①コピー先となる拠点を選択して＜F1 修正＞ボタンをクリックします。 

②編集状態の財産目録画面で＜データコピー＞ボタンをクリックします。 

③「現在画面に表示されている内容を破棄してよろしいですか？」という確認メッセージが表示されるので 

 ＜はい＞をクリックします。 

➃コピー元となる拠点区分を選択し＜OK＞ボタンをクリックします。 

 

  

データコピーが完了したら、必要な箇所のみ修正を加えて保存します。 
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前年度データ取得 

前年度に財産目録を作成している場合は、当年度に前年度の入力内容をコピーすることができます。 

＜前年度データ取得＞を行ってから必要箇所のみ修正すると、作業効率を上げることができます。 

※この作業は選択した拠点区分の前年度データを取得します。別拠点の 

前年度データをコピーすることは出来ませんのであらかじめご了承ください。 

※前年度データ取得をおこなうと、当年度でその拠点に入力している内容は 

上書きされますのでご注意ください。 

①コピー先となる拠点を選択して＜F1 修正＞ボタンをクリックします。 

②編集状態の財産目録画面で＜前年度データ取得＞ボタンをクリックします。 

③「現在画面に表示されている内容を破棄してよろしいですか？」という確認メッセージが表示されるので 

 ＜はい＞をクリックします。 

 

  

前年度のデータが反映されるので、必要な箇所のみ修正を加えて保存します。 
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科目一括読込 

貸借対照表科目に大科目を設定するとき、システムに登録されている大科目を一括で読み込ませる機能です。 

＜データコピー＞や＜前年度データ取得＞機能を使用せず、新規で財産目録を作成するときに便利な機能です。 

※科目一括読込をおこなうとその拠点で入力している内容はすべて破棄されます。 

①財産目録を作成する拠点を選択して＜F1 修正＞ボタンをクリックします。 

②編集状態の財産目録画面で＜F2 科目一括読込＞ボタンをクリックします。 

③「現在画面に表示されている内容を破棄してよろしいですか？」という確認メッセージが表示されるので 

 ＜はい＞をクリックします。 

 

 

「貸借対照表科目」欄に科目名が反映します。 

 

その他の情報を入力して保存します。 
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整合性確認 

作成した財産目録の「差引純資産」の金額が、貸借対照表の純資産の部合計と一致するか確認できます。 

①チェックを行う拠点を選択し＜F2 整合性確認＞ボタンをクリックします。 

②確認結果が画面に表示されます。 

 「NG」の場合は資産の部または負債の部のどちらかで貸借対照表と異なる金額を入力している箇所が 

 あるはずですので、内容を確認のうえ修正作業が必要です。 

 

▼「OK」の場合                    ▼「NG」の場合 

  

※整合性確認は差引純資産額で検証するため、資産の部や負債の部の内訳が貸借対照表の 

金額と異なっていたとしても、差引純資産額が一致している場合、整合性確認では 

検証できません。整合性確認機能を使うほか、貸借対照表と各科目を見比べて 

金額が一致しているかご確認ください。 
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財産目録印刷 

作成した財産目録を印刷します。 

財産目録は印刷のほか、Excel／PDF 保存も可能です。 

①【決算】タブから［14．財産目録印刷］メニューを開きます。 

②印刷条件を指定します。 

 ◎処理年度 正しい年度が選択されているか確認します。年度の切り替えはホーム画面からおこないます。 

 ◎帳票タイトル 出力する財産目録のタイトルを入力します。（初期値は「財産目録」です。） 

         （全体表示）でなく各拠点を選択した場合、帳票タイトルの末尾に拠点名が印字されます。 

 ◎表示日付 財産目録のタイトル下に表示する日付を指定します。 

 ◎タイムスタンプ印字設定 次のタイムスタンプを印字する場合はチェックします。 

              出力位置は「ヘッダー（ページ上部）」または「フッター（ページ下部）」のうち、 

              「左」「中央」「右」の 3 ヵ所から選択できます。 

   ＜印刷日時＞ 印刷した日時を出力します。 

   ＜ユーザー＞ 印刷処理をおこなったユーザーの名前を出力します。 

③印刷／プレビュー／Excel 保存／PDF 保存 のいずれかを実行します。 

 

印刷 

印刷条件を指定して、画面下部の＜F5 印刷＞ボタンをクリックします。 

パソコンで規定として設定されているプリンタから印刷されます。 

※システムのローカル設定でプリンタを指定している場合は、そのプリンタで 

印刷します。 

 

プレビュー 

印刷条件を指定して、画面下部の＜F6 プレビュー＞ボタンをクリックします。 

プレビュー画面が表示されるので、内容をご確認ください。 

プレビュー画面上から印刷や Excel／PDF 保存も可能です。 

※プレビュー画面の操作方法は別マニュアル 

（社会福祉法人会計 V6 操作マニュアル－第１章：はじめに）をご参照ください。 

 

  

https://a3713945-5ef2-457c-950d-a4635ef4494c.filesusr.com/ugd/16c4bb_48dd34a00101465989d1f9215aa1947c.pdf
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Excel／PDF 保存 

印刷条件を指定して、画面下部の＜F2 Excel 保存＞または＜F3 PDF 保存＞ボタンをクリックします。 

Excel／PDF ファイルの保存先を指定する画面が開くので、保存先を指定しファイル名を確認して 

＜保存＞ボタンをクリックします。 

 

「出力が完了しました。」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。 

指定した保存先に Excel／PDF ファイルが作成されているかご確認ください。 

 

＊文字がつぶれてしまう場合は Excel 出力後、レイアウトを調整してください＊ 

財産目録の「場所・物量等」や「使用目的等」欄はフリーフォーマットで文字数制限を設けていません。 

そのため、長い文章を入力すると、財産目録を出力したときに文字が既定のセル幅に収まるよう縮小表示されて 

つぶれてしまう場合があります。 

このような場合は Excel 出力し、レイアウトを調整してください。 

 

※各項目のセル幅を変更する等の調整をおこなった場合、本来 A4 サイズで収まっていた様式

が見切れてしまう可能性があります。レイアウト調整後は Excel のプレビュー画面等から 

最終確認を行ってください。 

文字がつぶれている箇所のレイアウトを調整 
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