
仕様書別紙１
質問
番号

質問 回答

.
1 運用 .

7 未収金の翌年度繰越ができること。 1

勘定繰越機能で、未収金も含めて翌年度へ繰越が行えます。ま
た、過年度未収分の消込については、過年度の調定を選択し、新
年度で消込んでいただく運用になりますがよろしいでしょうか。

よろしいです。

13 消費税 .

20 税抜経理を予算部門毎に設定ができること。 2
弊社システムでは、事業会計単位での設定となります。事業会計
単位での設定とさせて頂けないでしょうか。 よろしいです。

38 帳票 .

42
伝票様式の帳票・伝票タイトルの固定文言に
ついては指定する内容とすること。

3

以下の決裁帳票について、貴局の規則の見直しに大きく影響する
と判断し、帳票タイトルの修正を見込んでいますが、よろしいでしょ
うか。
・調定伺書
・調定伺書兼収入伝票
・戻入命令書
・戻入命令書兼収入伝票
・支出負担行為伺書
・変更支出負担行為伺書
・支出命令書
・支出負担行為兼支出命令書
・還付命令書
・振替伝票
・収入伝票
・支払伝票
・収入更正書
・支出更正書
・精算書
・予算変更伺書

現行システムの帳票と同じタイトルにしていただく想定です。

53 各伝票入力 .

58
検索した相手先情報は必要に応じて手入力
で変更できること。

4

相手方マスタから対象の相手先情報を呼び出した後、相手方番号
を消すことにより住所、名称を変更できるようになります。
ただし、この操作は伝票内における変更であり、相手方マスタを変
更する機能ではありませんがよろしいでしょうか。

よろしいです。

62
登録済みの伝票を参照する際には、過年度
のものも対象とすること。

5

システム稼働年度より前の伝票については、移行対象とはしてお
りませんので、複写ができない認識ですが間違いありませんでしょ
うか。

よろしいです。当業務で構築したシステム稼働年度以降のものが
参照できればよいです。

74
予算科目とは別に分類を管理することができ
ること。

6 分類をプルダウン形式で選択していただくことは可能でしょうか。 分類は数が多いため、コードでの入力も必須です。

77 マスタ .

90
共通情報（消費財勘定、部門ごとの収納借
方、支払貸方、仮払・仮受消費税勘定）をマ
スタ管理できること。

7
弊社システムでは、事業会計単位でのマスタ管理となります。事業
会計単位での管理とさせて頂けないでしょうか。

よろしいです。

104 相手先マスタ .

127
相手先情報は、以下の項目で検索できるこ
と。また、複数項目を指定することによって絞
り込みできること。

.

全般
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仕様書別紙１
質問
番号

質問 回答

128 ・口座名義カナ（部分一致検索可能） 8

弊社システムでは検索用カナに口座名義カナを設定して頂くことで
同等の処理が可能です。検索方法は前方一致となりますが、よろ
しいでしょうか。（No130に記載のように相手先名での部分一致検
索は可能です）

カナ検索については、前方一致のみでよろしいです。
漢字名で検索できれば十分と考えます。

129 ・金融機関名 .
130 ・相手先名（部分一致検索可能） .
137 共通情報マスタ .

138
振込依頼人情報は、以下の項目を保持でき
ること。

.
※「振込依頼人情報」に入力する項目は、いずれも支払データ作
成時に使用します。

139 ・振込依頼コード .
140 ・振込依頼人名カナ .
141 ・仕向銀行番号 .
142 ・仕向銀行名カナ .
143 ・仕向支店番号 .
144 ・仕向支店カナ .
145 ・預金種目 .
146 ・口座番号 .

147 ・振込種別 9

弊社システムでは振込種別は存在しません。また、普通預金、当
座預金等の区分は、預金種目で判断していますので、こちらの項
目で代用可能でしょうか。代用できない場合は、振込種別の用途を
お教えください。

振込種別に「総合振込」が設定できれば、よろしいです。現行シス
テムでは「公金振込」も設定できるようになっていますが使用してい
ません。

150 分類マスタ .

153 分類コードを7桁以上で設定できること。 10

分類コードは英字も使用可能であるため、組み合わせにより7桁相
当量の登録は可能であると考えています。また、移行件数から判
断しても4桁で十分と判断しています。分類コードを4桁に見直すこ
とは可能でしょうか。

可能です。
ただし、現行システムとは異なるコードを使用することになるため、
分類コードの新旧対照表をExcelデータで提供してください。

154 予算科目マスタ .

165
年度途中でも予算科目の追加、修正、変更
ができること。

11
記載されている「変更」は弊社システムの「修正」や「取消」機能で
対応する予定ですが、よろしいでしょうか。

「科目の追加、修正、変更」については、以下の機能を想定してい
ます。これらが可能であれば、機能の名称はどのようなものでも差
し支えありません。
・新規科目を登録する機能
・既存の科目における各項目を修正する機能
・既存の科目をもとに項目の一部を変更し新規科目を登録する機
能
・既存の科目を削除する機能

166 勘定科目マスタ .

171 10桁以上の科目コードが設定できること。 12
款、項、目、節、細節の各コードは2桁となっていますので、合計10
桁での管理が可能ですが、よろしいでしょうか。

よろしいです。5レベル（款、項、目、節、細節）×2桁＝10桁を想定
しています。

172
年度途中でも勘定科目の追加、修正、変更
ができること。

13
記載されている「変更」は弊社システムの「修正」や「取消」機能で
対応する予定ですが、よろしいでしょうか。

「科目の追加、修正、変更」については、以下の機能を想定してい
ます。これらが可能であれば、機能の名称はどのようなものでも差
し支えありません。
・新規科目を登録する機能
・既存の科目における各項目を修正する機能
・既存の科目をもとに項目の一部を変更し新規科目を登録する機
能
・既存の科目を削除する機能

173
自動仕訳データの情報として、以下の内容を
保持していること。

.

174 ・現金区分（現金勘定、その他） .
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番号

質問 回答

175 ・預り金区分（預り金、その他） 14

勘定科目を登録する際、科目体系を預り金として判断できるように
設定する事で、運用が可能と考えておりますが、よろしいでしょう
か。

預り金かどうかの判断ができればよろしいです。

176 ・現金預金区分（現金、預金、その他） 15

弊社システムでは現金預金区分は存在しませんが、現金区分で現
預金勘定は判断できている想定です。こちらの項目で代用可能で
しょうか。代用できない場合は、現金預金区分の用途をお教えくだ
さい。

預金出納簿に預金額が反映できるのであれば、現金預金区分は
不要という想定でよろしいです。現行システムでは以下のとおり運
用しております。
・勘定科目「現金」…現金区分：現金勘定／現金預金区分：現金
・勘定科目「普通預金」「定期預金」など…現金区分：現金勘定／現
金預金区分：預金
・その他の科目…現金区分：その他／現金預金区分：その他

177 ・未収未払区分（未収、未払、その他） .

178
・勘定区分（資産、負債、資本、収益、費用、
その他）

.

179
・勘定中区分（有形固定資産、無形固定資
産、投資（固定資産）、流動資産、繰延勘定）

.

180 ・焼却区分（対象、対象外） .
181 ・累積処理（有、無） .
182 ・収入資金 .
183 ・支出資金 .
184 ・繰越先勘定 .

185
累積処理「有」とした勘定科目について、同一
の細説の科目を累積処理以外でも使用でき
ること。

16
累積処理勘定と非累積処理勘定に勘定科目（細節）を分けていた
だくことは可能でしょうか。

不可です。細節レベルで試算表等を出力した際に、累積処理した
金額とそうでない金額の合計を表示する必要があります。

.
1 予算全般 .

6
地方公営企業で行われる予算変更事由に対
応できること。（流用、充当、所管替、充用、
弾力条項）

17

弊社のシステムでは、予算の変更を伴う処理は、流用、充当、移転
（所管替）、弾力に対応しています。充用については、繰り上げ充
用（翌年度予算で本年度予算を補填する）と認識しております。そ
の場合、予算登録業務にて各年度で予算調整を行って頂くことで、
運用可能と想定しておりますが、よろしいでしょうか。

よろしいです。

7 予算登録 .

11

予算執行現計表が出力できること。
■内容■作成年月日、部門名、科目別（款
～細節）に以下の情報を一覧表示：当初予算
額、補正予算額、流・充用額、予算現額、負
担行為額、契約額、当月執行額、累計額、対
前年増減％、予算残額、執行率％

17.5

弊社の予算執行状況表は、作成日時、所属（予算部門）、予算科
目（款～細々節まで階層別）、当初予算額、補正額、流用・充当
額、予算現額、負担行為額、負担行為額（累計）、支払済額（当
月）、支払済額（累計）、執行額（当月）、執行額（累計）、執行残高、
執行率を出力します。

契約額、対前年度増減％、予算残額は出力されませんが、よろし
いでしょうか。

契約額、対前年度増減％は出力されなくてもよろしいです。
予算残額も必須です。

予算
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仕様書別紙１
質問
番号

質問 回答

12

予算差引簿が帳票で出力できること。
■内容■作成年月日、部門名、予算部門、
分類名、科目別（款～細節）に以下の情報を
一覧表示：
【調定】年月日、調定番号、執行名称、相手
コード、相手先、税区分、納入期限、予算額、
調定額、残額
【支出】年月日、負担番号、決定番号、執行
名称、相手先、税区分、支払予定年月日、支
払区分、支払方法、予算額、負担行為額、契
約額、支出決定額、残額

18

弊社の予算執行計画整理簿は、所属（予算部門）、予算区分、予
算科目（細々節）別に、以下の情報が出力されます。
【収入】
処理区分（調定、消込、還付）、番号（調定、収入、還付）、年月日、
摘要、予算額、補正額、流用・充当額、予算額計、執行額、予算残
額、消費税額、税区分
【支出】
処理区分（負担、命令、戻入）、番号（負担行為、支出命令、戻
入）、負担行為年月日、執行年月日、摘要、予算額、補正額、配当
額、流用・充当額、予算額計、予定額、支出負担行為額、予算残
額、執行額、執行残額、消費税額、税区分

また、収入の相手コード、相手先、納入期限は調定照会で確認が
可能です。
支出の相手先、支払予定日、支払区分、支払方法は支出照会で
の確認が可能です。
上記対応でよろしいでしょうか。

よろしいです。

13

予算差引簿の対象データをCSV形式等での
データ出力ができること。
■内容■帳票出力の内容に以下の項目を追
加：予算コード、分類コード、分類名、消費税
率

19
パッケージ標準で該当のデータを出力する機能は御座いません。
上記No11で質問させて頂いた内容で運用頂けないでしょうか。

現行システムでは、当該データを出力することにより、指定の条件
（作成年月日、部門名、予算部門、分類名、科目別）における支出
及び調定の詳細情報（機能一覧-予算-No.12及びNo.13に記載の
項目）についてExcelで加工し、確認しております。予算差引簿以外
の機能を使用して、これらの確認が可能であれば、予算差引簿の
データ出力は不要です。

14 配当保留額の登録ができること。 20
配当保留額は保留用所属を作成し、その所属に配当された予算を
保留額とみなす運用で可能でしょうか。

よろしいです。現行システムではそのように運用しております。

19 補正予算 .

23 補正種別（月など）を入力できること。 21
弊社のシステムでは、補正日付、補正回数、補正理由などを登録
可能ですが、補正種別の代用となりますでしょうか。

よろしいです。現行では「１号」～「１２号」を入力する仕様になって
いますが、どのような項目でも登録した補正予算の区別ができれ
ばよろしいです。

25 予算変更 .

37 メモを200文字程度入力できること。 22
メモを記載したファイルを添付（業務起案画面にメモ内容を記載し
たファイルを紐づけて参照）していただく運用は可能でしょうか。
（No33の変更理由には８０文字まで入力可能です）

添付したファイルを、登録後に参照でき、類似の予算変更を行う際
には添付ファイルを容易に複写し、変更を加えることで新規の予算
変更を登録できるのであれば可能です。

41 帳票 .

45

預り金残高一覧表を作成できること。
■内容■作成年月日、○年○月分、科目別
に以下の情報を一覧表示：前月末残高、増
加（当月、累計）、減少（当月、累計）、現在残
高

23

合計残高試算表の預り金の項目を預かり金残高一覧表とみなして
いただくことは可能でしょうか。合計残高試算表は、作成年月、処
理月、所属、借方残高、借方累計、借方当月、貸方残高、貸方累
計、貸方当月を出力します。抽出条件を預り金に絞り込むことは検
討可能です。

よろしいです。
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番号

質問 回答

46

予算措置整理簿を出力できること。
■内容■作成日付、部門名、事業名、予算
科目（款～細節）、科目毎の以下の情報：当
初予算額、法第24条第3項による支出額、法
第26条第2項による繰越額、逓次繰越額、そ
の計。流用等情報（年月日、区分、金額、更
正元、更正先）。月別情報（予算現額、未払
額、執行額（累計・当月）、支出額（当月、累
計）、予算残高）。期中での作成可。

24
予算執行状況表（現年、繰越それぞれで月別情報）、及び予算変
更照会（法第24条第3項による支出額、流用等情報）を基に確認し
ていただくことは可能でしょうか

予算執行状況表及び予算変更照会による確認の場合は、以下の
ような仕様であれば可能です。
・部門ごとの出力及び全部門についての出力ができること。
・予算変更照会の結果を一覧として出力し、帳票として印刷できる
こと。

.
1 調定全般 .

11
調定伝票に調定番号をバーコード表示させ、
以降の伝票処理を簡素化すること。

25
調定伺書ではなく、納付書にバーコードを印字し、収納時に入力を
簡略化する仕様となっておりますが、代替可能でしょうか。 可能です。

12
登録画面では、該当予算における予算額、調
定済額が確認できること。

26
画面上に予算額、調定済額は表示されておりません。予算残額、
執行残額を確認することで代用可能でしょうか。 可能です。

19 調定登録 .

23

同一の予算科目で、事前調定及び事後調
定、一括調定（累積処理）の処理ができるこ
と。（累積処理とその他の処理で、予算科目の
区別をしないこと）

27 勘定科目を単件と累積で分けて管理することは可能でしょうか。
不可です。細節レベルで決算関係の帳票を出力した際に、累積処
理した金額とそうでない金額の合計を表示する必要があります。

49 帳票 .

50

調定情報を登録することにより、調定書の作
成が行なえること。
■内容■決裁欄、年度、調定年月日、調定
番号、予算部門、調定科目（予算科目、勘定
借方科目、勘定貸方科目）、分類コード、分
類名、税区分、金額（本体、消費税、合計）、
執行名称、納付書（発行日付、納入期限、納
入通知書発行有無、納入義務者（郵便番
号、住所、氏名、検索コード）、収納年月日）、
説明欄
※一括調定の場合は納付書関係欄（発行日
付～収納年月日）は無い。
※【事後調定】の場合は、以下のとおり。■内
容■決裁欄、年度、調定年月日、調定番号、
予算部門、調定科目（勘定借方科目、勘定
貸方科目）、金額、調定前残高、今回調定
額、累計額、執行名称、発行日付、納入期
限、納入通知書発行有無、納入義務者（郵
便番号、住所、氏名、検索コード）、収納年月
日、説明欄

28

調定起票時に調定伺書を出力することができます。
調定伺書では以下の項目を出力しますが、よろしいでしょうか。

決裁欄、年度、起票日、調定日、調定番号、所属（予算部門）、予
算区分、予算科目、借方勘定科目、貸方勘定科目、セグメント（分
類名称）、消費税区分、調定額、消費税額、税抜き額、予算残額、
執行残額、摘要、納入者（相手方コード、郵便番号、住所、名称）、
備考
※累積調定、事後調定についても同様のレイアウトとなります。

分類コード、分類名についても出力も必須です。
納入通知書にかかる情報として、発行日付、納入期限、納入通知
書発行有無についても出力必須です。

収入
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仕様書別紙１
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番号

質問 回答

52

収納消込等で登録された収納情報を基に収
入伝票及び収納済取引明細として収納一覧
表が作成できること。
■内容■決裁欄、予算部門名、○年○月○
日収入分、以下の項目を一覧表示：借方（勘
定科目名、予算科目名、予算部門コード、金
額）伝票番号、執行名称、債権債務者名、貸
方（勘定科目名、予算科目名、予算部門コー
ド、金額）

29

収納照会画面で、収納日を条件に検索していただき、検索結果を
Excel出力し、加工していただく運用対応は可能でしょうか。
収納照会画面では、以下の項目を出力することができます。
伝票番号、所属コード、所属名（予算部門名）、予算科目コード、予
算科目名、収納額、セグメント（分類名称）、調定年度、調定番号、
借方勘定コード、借方勘定名称、貸方勘定コード、貸方勘定名称、
税区分、相手方名称、収納日

出力結果に執行名称（摘要）が含まれ、かつ、抽出結果を現行の
収入伝票と類似する様式で容易に出力できるExcelファイルが提供
されるのであれば、可能です。出力後は、予算科目名及び予算部
門コードを、貸方あるいは借方のいずれかに表示させるようにして
ください。

53

予算科目ごとに調定額を把握できる予算執
行状況表が作成できること。また、予算部門
別でも作成できること。
■内容■作成年月日、○年○月分、予算部
門名、事業名、科目別（款～細節）に以下の
情報を一覧表示：執行推移（科目別の月別・
累計執行額を現年・過年・差引に分けて表
示、予算現額・執行率の表示）

30

予算執行状況表では、所属（予算部門）別、予算区分別に以下の
内容を出力します。よろしいでしょうか。ただし、累計執行額を現
年・過年・差引に分けて表示することは出来ません。

作成日、年度、処理年月、所属（予算部門）、予算区分、予算科目
（款～細節）、予算額、調定額（当月）、調定額（累積）、収納済額
（当月）、収納済額（累計）、執行額（当月）、執行額（累計）、執行残
高、執行率

よろしいです。

63 納付書確定 .

64

事後調定は現金の受領後又は口座入金後に
調定を行うため、消込は行わずに納付書確定
（バーコード読込）を行う。支出決定処理で発
生した控除分の調定、事後調定で処理する
預り金の調定で出力した納入通知書を確定
登録できること。

31
事後調定については、同時に消込も行われるため、納付書確定の
ような後続処理は不要となります。
当機能は省略しても問題ないでしょうか。

事後調定登録時に、任意の出納日付と任意の収納日付を入力す
ることができ、その後の調定照会や帳票作成において、その他の
調定情報及び収納情報と同列に利用できるのであれば、不要とし
て問題ないです。

65 納入通知書の確定を取消できること。 32
事後調定については、同時に消込も行われるため、納付書確定の
ような後続処理は不要となります。
当機能は省略しても問題ないでしょうか。

不要な場合は省略してよろしいです。

66
納入通知書のバーコードを読み込むことで、
納付書確定ができること。

33
事後調定については、同時に消込も行われるため、納付書確定の
ような後続処理は不要となります。
当機能は省略しても問題ないでしょうか。

不要な場合は省略してよろしいです。

70 収納 .

72
登録済みの調定のバーコードを使用して、収
納情報が登録できること。

34
納付書のバーコードを使用して収納情報を登録する仕様で問題な
いでしょうか。

よろしいです。

75

事後調定、事前調定等の調定方法に関わら
ず、収納を行った場合は、現金預金の口座に
収入実績を計上し、資金管理と連動するこ
と。

35
収納時に資金科目に対して、収入実績が計上される仕組みになっ
ており、画面で確認可能ですが、よろしいでしょうか。 よろしいです。

77

収納原符整理済一覧表（単件調定）を作成
できること。指定の処理日付において収納済
みの調定の一覧が予算部門ごとあるいは全体
について出力できること。
■内容■作成年月日、収納年月日、予算部
門名、以下の情報を一覧表示：科目コード、
調定年度、調定番号、収納番号、収納額、納
入義務者名、予算部門、領収年月日

36

収納照会画面で、収納日を条件に検索していただき、検索結果を
Excel出力し、加工していただく運用は可能でしょうか。
収納照会画面では、以下の項目を出力することができます。
伝票番号、所属コード、所属名（予算部門名）、予算科目コード、予
算科目名、収納額、セグメント（分類名称）、調定年度、調定番号、
借方勘定コード、借方勘定名称、貸方勘定コード、貸方勘定名称、
税区分、相手方名称、収納日

出力結果に領収年月日が含まれ、かつ、抽出結果を現行の収納
原符整理済一覧表（単件調定）と類似する様式で、予算部門ごとあ
るいは全体について容易に出力できるExcelファイルが提供される
のであれば、可能です。

81 還付伺 .
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91

還付伺書（増減額伺書）が出力できること。
■内容■決裁欄、年度、増減年月日、予算
部門、増減額区分、年度、調定番号、調定年
月日、調定区分、収納年月日、仕訳（予算科
目、勘定借方科目、勘定貸方科目）、当初調
定額、調定更正額、増減額、税区分、分類
コード、分類名、執行名称、金融機関コード、
預金種別、口座番号、振込先金融機関名、
納入義務者（郵便番号、住所、氏名、検索
コード）、説明欄

37

還付起票時に還付命令書を出力することができます。
還付命令書では以下の項目を出力しますがよろしいでしょうか。

決裁欄、年度、起票日、還付命令日、支出命令番号、支払予定
日、所属（予算部門）、予算区分、予算科目、借方勘定科目、貸方
勘定科目、セグメント（分類名称）、消費税区分、還付命令額、消費
税額、税抜き額、調定年度、調定番号、支払方法、支出区分、予算
残額、執行残額、摘要、支払先（相手方コード、郵便番号、住所、
名称、振込先金融機関名・支店名、預金種別、口座番号）

当初調定額、調定更正額、説明欄も必須です。なお、添付したファ
イルを、登録後に参照でき、類似の還付を行う際には添付ファイル
を容易に複写し、変更を加えることで新規の還付を登録できるので
あれば、説明を記載したファイルを添付する方法でも可能です。

92 調定照会 .

93

登録済みの調定は、以下の項目で検索できる
こと。また、複数項目を指定することによって
絞り込みできること。また、複数項目を指定す
ることによって絞り込みできること。

38
調定照会では、登録済みの調定を以下の条件で検索することがで
きます。検索条件は複数設定できます。検索条件は以下を想定し
ていますが、よろしいですか。

よろしいです。

94 ・調定年度（現年、過年） ・調定年度
95 ・調定日の範囲指定 ・調定日（範囲指定）
96 ・調定番号の範囲指定 ・調定番号（範囲指定）
97 ・調定区分 ・調定区分（単件、累積、事後）
98 ・予算科目コードの範囲指定 ・予算科目コード（範囲指定）
99 ・予算科目 ・予算科目名称

100 ・借方勘定コードの範囲指定 ・借方勘定科目コード（範囲指定）
101 ・借方勘定 ・借方勘定科目名称
102 ・貸方勘定コードの範囲指定 ・貸方勘定科目コード（範囲指定）
103 ・貸方勘定 ・貸方勘定科目名称
104 ・調定現額の範囲指定 ・調定額（範囲指定）
105 ・税区分 ・税区分
106 ・予算部門 ・所属（予算部門）
107 ・摘要名（部分一致検索可） ・摘要名（部分一致）
108 ・分類名（部分一致検索可） ・セグメント（分類）
109 ・相手先名（部分一致検索可） ・相手方コード／相手方名称（部分一致）
110 ・収納状況 ・収納状況

111 ・増減区分（増額、減額、減額還付）
・変更区分（有、無）、更正区分（有、無）、還付区分（有、無）、不能
欠損区分（有、無）

112

登録済みの調定の検索結果として、以下の項
目を画面に999件まで一覧表示できること。
検索結果については予算部門を横断して照
会できるようにすること。

39
登録済の調定を最大999件一覧に表示することができます。
管理部門においては、全所属について照会することができます。
結果は以下を想定していますが、よろしいでしょうか。

状態（仮受金等）は、収納状況ではありません。収納勘定科目：仮
受金の場合は「仮受金」、増減額がマイナスの場合は「減額」、プラ
スの場合は「増額」、還付額がある場合は「還付」前年度以前から
繰越した調定については「繰越」などと表示してください。

113 ・調定番号 ・調定番号
114 ・調定区分 ・調定区分
115 ・調定日 ・調定日
116 ・予算部門 ・所属（予算部門）
117 ・借方科目 ・借方勘定科目名称／コード
118 ・相手先 ・相手方名称
119 ・状態（仮受金等） ・収納状況
120 ・予算科目 ・予算科目名称／コード
121 ・貸方科目 ・貸方勘定科目名称／コード
122 ・摘要 ・摘要
123 ・調定額 ・調定額
124 ・収納額 ・収納額
125 ・税区分 ・税区分
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126
表示された検索結果の合計額を表示できるこ
と。

40 検索結果の調定額の合計を合計金額として表示しています。 よろしいです。

127

登録済みの調定の検索結果一覧から、任意
の調定を選択した際、起案画面への遷移や
別ウインドウ表示等により、以下の項目を表示
できること。

41
調定照会で検索した結果を選択し、詳細ボタンを押下することで、
起案画面に遷移することができます。また、以下の項目を表示でき
ますが、よろしいでしょうか。

起案画面に遷移という運用については問題ないです。また、収納
勘定科目は、現行システムでは「普通預金」または「仮受金」が表
示されます。仮受金の収納かどうかの表示も必須です。
なお、これらの表示は調定照会以外の機能による表示でも可で
す。
また、状態（仮受金等）は、収納状況ではありません。収納勘定科
目：仮受金の場合は「仮受金」、増減額がマイナスの場合は「減
額」、プラスの場合は「増額」、還付額がある場合は「還付」前年度
以前から繰越した調定については「繰越」などと表示してください。

128 ・最終更新ユーザ 非対応
129 ・最終更新日 非対応
130 ・調定区分 ・起案画面で判断できます
131 ・調定年度 ・年度
132 ・調定年月日 ・調定日
133 ・起案部門 ・起案者
134 ・状態（仮受金等） ・収納済額で判断可能です
135 ・調定番号 ・調定番号
136 ・借方科目 ・借方勘定科目
137 ・予算科目 ・予算科目
138 ・貸方科目 ・貸方勘定科目
139 ・摘要 ・摘要
140 ・税区分 ・税区分
141 ・税率 ・税率
142 ・調定額 ・調定額
143 ・税額 ・税額
144 ・収納残額 ・収納済額で収納残額が判断可能です
145 ・増減区分 ・変更増減額で判断可能です
146 ・増減額 ・変更増減額
147 ・支払予定日 ・支払予定日（還付の場合）
148 ・還付額 ・還付命令額（還付の場合）
149 ・未収更正額 ・更正額（収入更正の場合）
150 ・決定番号 ・起案画面ではなく一覧画面で参照可能です
151 ・決定年度 ・起案画面ではなく一覧画面で参照可能です
152 ・収益更正額 ・更正額（収入更正の場合）
153 ・収納年月日 ・起案画面ではなく一覧画面で参照可能です
154 ・収納額 ・収納済額
155 ・収納勘定科目 非対応
156 ・分類 ・セグメント
157 ・相手先 ・相手方名称
158 ・相手先コード ・相手方コード
159 ・相手先住所 ・相手方住所
160 ・メモ ・備考
161 収納照会 .

162
登録済みの収納は、以下の項目で検索できる
こと。また、複数項目を指定することによって
絞り込みできること。

42
収納照会では、検索条件は複数設定できます。また、登録済みの
収入伝票を以下の条件で検索することができますがよろしいでしょ
うか。

よろしいです。

163 ・収納年度（現年、過年） ・年度
164 ・収納日の範囲指定 ・収納日（範囲指定）
165 ・貸方表示年度の範囲指定 非対応（検索結果で確認は可能です）
166 ・伝票番号の範囲指定 ・伝票番号（範囲指定）
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167 ・調定番号の範囲指定 ・調定番号（範囲指定）
168 ・調定区分 ・調定区分
169 ・借方勘定コードの範囲指定 ・借方勘定科目コード（範囲指定）
170 ・借方勘定 ・借方勘定科目名称
171 ・貸方勘定コードの範囲指定 ・貸方勘定科目コード（範囲指定）
172 ・貸方勘定 ・貸方勘定科目名称
173 ・金額の範囲指定 ・収納額（範囲指定）
174 ・予算部門 ・予算科目コード（範囲指定）
175 ・分類名（部分一致検索可） ・セグメント（分類）
176 ・相手先名（部分一致検索可） ・相手方コード／相手方名称（部分一致）

177

登録済みの収納の検索結果として、以下の項
目を画面に999件まで一覧表示できること。
検索結果については予算部門を横断して照
会できるようにすること。検索結果については
予算部門を横断して照会できるようにするこ
と。

43
登録済の収納情報を最大999件一覧に表示することができます。
管理部門においては、全所属について照会することができます。
検索結果は以下の項目を想定していますが、よろしいでしょうか。

伝票一件ごとに金額も表示必須です。

178 ・伝票番号 ・伝票番号
179 ・収納区分 非対応
180 ・収納日 ・収納日
181 ・予算部門 ・所属（予算部門）
182 ・借方科目 ・借方勘定科目名称／コード
183 ・相手先 ・相手先名称
184 ・状態（単件、集合単件、戻入等） ・調定区分
185 ・予算科目 ・予算科目名称／コード
186 ・貸方科目 ・貸方勘定科目名称／コード
187 ・摘要 ・摘要
188 ・金額 非対応
189 ・収納額 ・収納額
190 ・税区分 ・税区分

191
表示された検索結果の合計額を表示できるこ
と。

44 検索結果の収納額の合計を合計金額として表示しています。 よろしいです。

192

登録済みの収納の検索結果一覧から、任意
の収納を選択した際、起案画面への遷移や
別ウインドウ表示等により、以下の項目を表示
できること。

45
収納照会で検索した結果を選択し、詳細ボタンを押下することで、
消込（または事後調定）画面に遷移することができます。以下の項
目を表示することを想定していますが、よろしいでしょうか

よろしいです。

193 ・最終更新ユーザ 非対応
194 ・最終更新日 非対応
195 ・処理区分 非対応
196 ・収納年度 ・年度
197 ・収納年月日 ・収納日
198 ・起案部門 ・起案者
199 ・状態（単件、集合単件、戻入等） ・起案画面ではなく一覧画面で参照可能です
200 ・伝票番号 ・伝票番号
201 ・借方科目 ・借方勘定科目
202 ・予算科目 ・起案画面ではなく一覧画面で参照可能です
203 ・貸方科目 ・貸方勘定科目
204 ・摘要 ・摘要
205 ・税区分 ・起案画面ではなく一覧画面で参照可能です
206 ・税率 ・起案画面ではなく一覧画面で参照可能です
207 ・金額 ・収納額
208 ・税額 ・起案画面ではなく一覧画面で参照可能です
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209 ・調定年度 ・調定年度
210 ・調定番号 ・調定番号
211 ・分類 ・セグメント（分類）
212 ・相手先 ・相手方名称
213 ・相手先コード ・相手方コード
214 ・相手先住所 ・相手方住所
215 ・メモ ・メモを添付することは可能です。
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