
 

リリースノート 

FisCom 社会福祉法人会計システム V6 

《 Version 6.1.292 – 6.1.300 》 

ノート更新日：2023/01/05(木) 

平素より FIS 製品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。 

このたび社福システムのアップデートをおこないました。2022 年 8 月のアップデート（Ver 6.1.292） 

から現在の最新のバージョン（Ver 6.1.300）までの更新内容をご案内します。 

今後もアップデートをおこない、皆様により良いシステムをご利用いただけるよう努めてまいります。 

ご不明な点があれば、操作マニュアルをご確認いただくか、弊社サポートデスクまでお問合せください。 

※操作マニュアルはシステムのホーム画面にある「マニュアルページへ移動」から閲覧・ダウンロードできます。 

株式会社 会計情報システム システムサポート部 

TEL：（011）376-1987 

E-Mail：support@fiscom.co.jp 

  

mailto:support@fiscom.co.jp


2 

更新内容一覧 

1. 【設定】－［事業設定］メニューを新設 ............................................................................ 3 

2. 【設定】－［拠点設定］事業区分対応 ............................................................................... 4 

3. 【決算】－［各種決算内訳表］事業区分追加に伴う第二様式対応 ............................................ 5 

4. 【決算】－［決算書一括印刷］事業区分追加に伴う第二様式対応 ............................................ 6 

5. 【設定】－［消費税分類設定］メニューを新設 ................................................................... 7 

6. 【設定】－［消費税項目設定］メニューを新設 ................................................................... 8 

7. 【設定】－［消費税区分設定］メニューを新設 ................................................................... 9 

8. 【設定】－［科目設定］消費税区分／事業間取引の有無を追加 ............................................. 10 

9. 【日次】－［仕訳入力］消費税区分対応 .......................................................................... 11 

10. 【日次】－［仕訳検索］消費税区分対応 ....................................................................... 12 

11. 【設定】－［定型仕訳設定］消費税区分対応 ................................................................. 12 

12. 【帳票／元帳関連】消費税区分対応............................................................................. 13 
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更新内容詳細 

 

1. 【設定】－［事業設定］メニューを新設 

◆2023/01/05 リリース（バージョン：6.1.300） 

事業区分の設定メニューを新設しました。本メニューで登録した事業区分は拠点区分に設定できます。

（※詳細は「2【設定】－［拠点設定］事業区分対応」） 

▼ 画面例：【設定】－［事業設定］メニューの画面イメージ 

 

《メニューバー》 

事業区分の設定を行います。 

＜F1 追加＞ 事業区分を追加します。 

＜F2 削除＞ 選択した事業区分を削除します。 

＜F7 修正＞ 選択した事業区分を修正します。 
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2. 【設定】－［拠点設定］事業区分対応 

◆2023/01/05 リリース（バージョン：6.1.300） 

設定項目「事業区分」を追加しました。拠点区分に事業区分を設定できます。 

▼ 画面例：【設定】－［拠点設定］メニューの画面イメージ 

 

 

▼ ＜F7 修正＞をクリックした場合の画面イメージ 
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3. 【決算】－［各種決算内訳表］事業区分追加に伴う第二様式対応 

◆2023/01/05 リリース（バージョン：6.1.300） 

事業区分の追加に伴い、［各種決算内訳表］の印刷条件設定に「事業区分」を追加しました。事業区分に

「（全体合計）」を指定した場合に「第二様式」で出力します。 

＜事業区分の指定による出力様式の制御について＞ 

・事業区分に「（全体合計）」を指定した場合：第二様式を出力対象とする 

・事業区分に＜該当の事業区分＞を指定した場合：第三様式を出力対象とする 

▼ 画面例：【決算】－［資金収支内訳表］メニューの画面イメージ 

 

《該当決算書》 

・【決算】－［資金収支内訳表］ 

・【決算】－［事業活動内訳表］ 

・【決算】－［貸借対照表内訳表］ 
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4. 【決算】－［決算書一括印刷］事業区分追加に伴う第二様式対応 

◆2023/01/05 リリース（バージョン：6.1.300） 

【設定】－［事業設定］に事業区分が登録されている場合、本メニューの印刷条件設定に「事業区分」が

追加され、各種第二様式を出力できます。【設定】－［事業設定］が未登録の場合には、印刷条件設定に

「事業区分」が表示されず従来同様（第○号第二様式以外の出力）にご使用いただけます。 

＜事業区分／拠点区分の指定による出力様式の制御について＞ 

①事業区分／拠点区分ともに「（全体合計）」を指定した場合：全ての様式を出力対象とする 

②事業区分に＜該当の事業区分＞を指定した場合：第○号第三様式のみを出力対象とする 

③拠点区分に＜該当の拠点区分＞を指定した場合：第○号第四様式のみを出力対象とする 

▼ 画面例：【決算】－［決算書一括印刷］メニューの画面イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

各種第二様式を追加 

① ② ③ 
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5. 【設定】－［消費税分類設定］メニューを新設 

◆2023/01/05 リリース（バージョン：6.1.300） 

消費税分類の設定メニューを新設しました。本メニューで登録した消費税分類は消費税区分に設定できま

す。（※詳細は「7【設定】－［消費税区分設定］メニューを新設」参照） 

▼ 画面例：【設定】－［消費税分類設定］メニューの画面イメージ 

 

《メニューバー》 

消費税分類の設定を行います。 

＜F1 追加＞ 消費税分類を追加します。 

＜F2 削除＞ 選択した消費税分類を削除します。 

＜F7 修正＞ 選択した消費税分類を修正します。 
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6. 【設定】－［消費税項目設定］メニューを新設 

◆2023/01/05 リリース（バージョン：6.1.300） 

消費税項目の設定メニューを新設しました。本メニューで登録した消費税項目は消費税区分に設定できま

す。（※詳細は「7【設定】－［消費税区分設定］メニューを新設」参照） 

▼ 画面例：【設定】－［消費税項目設定］メニューの画面イメージ 

 

《メニューバー》 

消費税項目の設定を行います。 

＜F1 追加＞ 消費税項目を追加します。 

＜F2 削除＞ 選択した消費税項目を削除します。 

＜F7 修正＞ 選択した消費税項目を修正します。 
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7. 【設定】－［消費税区分設定］メニューを新設 

◆2023/01/05 リリース（バージョン：6.1.300） 

消費税区分の設定メニューを新設しました。本メニューで登録した消費税区分は科目に設定できます。

（※詳細は「8【設定】－［科目設定］消費税区分／事業間取引の有無を追加」参照） 

▼ 画面例：【設定】－［消費税区分設定］メニューの画面イメージ 

 

《メニューバー》 

消費税区分の設定を行います。 

＜F1 追加＞ 消費税区分を追加します。 

＜F2 削除＞ 選択した消費税区分を削除します。 

＜F7 修正＞ 選択した消費税区分を修正します。（使用チェックのオン／オフが設定できます） 

 

▼ ＜F7 修正＞をクリックした場合の画面イメージ 

 

※使用チェックをオフに設定した消費税区分は［仕訳入力］や［科目設定］等に表示されなくなります 
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8. 【設定】－［科目設定］消費税区分／事業間取引の有無を追加 

◆2023/01/05 リリース（バージョン：6.1.300） 

設定項目「借方消費税」、「貸方消費税」を追加しました。あらかじめ本メニューで消費税区分を設定して

おくと、仕訳入力で該当科目を設定した際に自動的に消費税区分が読み込まれます。また、設定項目「事

業間取引」を追加しました。事業間取引「する／しない」を設定できます。 

▼画面例：【設定】－［科目設定］メニュー 画面イメージ 

 

《科目登録》 

科目の設定を行います。 

＜借方消費税＞ 借方の消費税区分を設定します。 

＜貸方消費税＞ 貸方の消費税区分を設定します。 

＜事業間取引＞ 事業間取引［する／しない］を設定します。 
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9. 【日次】－［仕訳入力］消費税区分対応 

◆2023/01/05 リリース（バージョン：6.1.300） 

消費税の入力項目を追加しました。科目ごと（借方／貸方それぞれ）に消費税区分を設定できます。 

＜「消費税を使用しない」チェックオフの場合＞ 

消費税区分を設定できます。 

▼ 画面例：【日次】－［仕訳入力］－＜F1 新規入力＞の画面イメージ 

 

 

 

 

 

＜「消費税を使用しない」チェックオンの場合＞ 

消費税区分の設定ができません。（※設定欄がグレーアウトされて入力できなくなります） 
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10. 【日次】－［仕訳検索］消費税区分対応 

◆2023/01/05 リリース（バージョン：6.1.300） 

消費税の検索項目を追加しました。消費税区分で仕訳を抽出できます。 

▼ 画面例：【日次】－［仕訳検索］メニューの画面イメージ 

 

11. 【設定】－［定型仕訳設定］消費税区分対応 

◆2023/01/05 リリース（バージョン：6.1.300） 

消費税の入力項目を追加しました。消費税区分が設定された仕訳も定型仕訳登録できます。 

▼ 画面例：【設定】－［定型仕訳設定］－＜F1 新規入力＞メニューの画面イメージ 
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12. 【帳票／元帳関連】消費税区分対応 

◆2023/01/05 リリース（バージョン：6.1.300） 

消費税の出力項目を追加しました。仕訳に消費税区分が設定されている場合、消費税欄に消費税区分が出

力されます。 

▼ 画面例：【日次】－［仕訳日記帳］－＜F6 プレビュー＞の画面イメージ 

 

《該当帳票》 

・【日次】－［仕訳日記帳］ 

・【日次】－［振替伝票印刷］ 

・【元帳】－［総勘定元帳参照］ 

・【元帳】－［総勘定元帳印刷］ 

・【元帳】－［予算執行整理簿照会］ 

・【元帳】－［予算執行整理簿印刷］ 

・【元帳】－［現金出納帳参照］ ※現金出納帳／小口現金出納帳 

・【元帳】－［現金出納帳印刷］ ※現金出納帳／小口現金出納帳 

・【元帳】－［支払先元帳参照］ 

・【元帳】－［支払先元帳印刷］ 
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