
仕様書別紙１
質問
番号

質問 回答

. .
15 支出負担 .

24

複数相手先を指定した場合は、相手先内訳表を出
力できること。
■内容■以下の情報を一覧表示：債権者コード、債
権者名（カナ）、請求番号、支出決定金額、住所、
氏名（商号）、代表者名、金融機関コード、振込先
金融機関名、預金種別、口座番号

46

支出負担行為画面で、集合区分を集合に選択した場合、支出負
担行為伺集合明細書を出力できます。
支出負担行為伺集合明細書では以下の項目を出力します。
支出負担行為番号、支出負担行為額、消費税区分、税抜額、消
費税額、債権者コード、債権者郵便番号、債権者名称、債権者住
所
支払先情報は、支出命令時に出力されます。
上記の想定でよろしいでしょうか。

相手先内訳表は、支出命令時に出力する帳票です。
仕様書の記載場所を誤っておりました。申し訳ございません。

支出命令時に出力される情報として、以下の項目があればよろし
いです。
支出負担行為番号、支出負担行為額、消費税区分、税抜額、消
費税額、債権者コード、債権者郵便番号、債権者名称、債権者住
所、支払先情報（債権者名（カナ）、請求番号、金融機関コード、振
込先金融機関名、預金種別、口座番号）

31

処理区分（一般、物品購入、物品請求）の選択に
よって、出力する伝票を変更できること。
発注書の単価及び金額は手書き項目とする。
【一般】
・発注書■内容■年月日、相手方、内訳、納入場
所等
・支出負担行為伺書（一般）■内容■決裁欄、年
度、伺番号、支出区分、予算部門、支払予定日、
支出科目（予算科目）、分類コード、分類名、登録
年月日、執行名称、内訳（名称、摘要、数量、単
価、金額）、税抜価格、消費税額、支出予定額、税
区分、納入場所、検査場所、履行期限、説明欄、
相手方（登録番号、電話番号、支払方法、住所、
氏名）、検査報告書欄（検査合格年月日、検査員、
立会人等）

47 執行伺の業務区分に応じて、出力する帳票を制御する改修を行い
ます。
また、発注書は新規作成します。以下の仕様を想定しております
が、よろしいでしょうか。

【一般】
・発注書（新規作成）
起案日、相手方、物品明細（内訳）、納入場所

・執行伺書は下記項目を出力します。
決裁欄、年度、執行伺番号、所属（予算部門）、予算科目、契約方
法、セグメント（分類）、摘要、支出予定額、税区分、税額、税抜額
・以下の項目を帳票に追加します
購入明細（品名、規格、数量、単価、金額）、納入場所、履行期
限、備考、相手方番号、相手方電話番号、相手方住所、相手方名
称、検査報告欄（検査日、検査員、立会人）

【一般】
・発注書
起案日ではなく、「　年　月　日」と印字し、日付を手書きできるよう
にしてください。
相手方は「　　　様」と印字し、相手方を手書きできるようにしてくだ
さい。
物品明細は内訳のほか、税抜価格、消費税相当額及び契約額に
ついて手書きできるようにしてください。
納入場所のほか、納入期限も必須です。
その他、事業名、「下記の物件を発注します。納入期限までに納入
してください。代金の支払は請求を受けた日から30日以内としま
す。」、担当部について印字が必須です。

・支出負担行為伺書
支出区分（通常払、前渡払、前金払など）の出力が必須です。
支払予定日の出力が必須です。
登録年月日（起案日）の出力が必須です。
検査報告書欄には、検査合格年月日、検査員、立会人のほか、報
告決裁欄、仮受領の日付と氏名欄、用品企業出納員受領印欄、
遅延日数の記載欄があります。

【物品購入】
・発注書■内容■年月日、相手方、内訳、納入場
所等
・支出負担行為伺書（物品の直接購入等）■内容
■決裁欄、年度、伺番号、支出区分、予算部門、
支払予定日、支出科目（予算科目）、分類コード、
分類名、登録年月日、執行名称、内訳（名称、摘
要、数量、単価、金額）、税抜価格、消費税額、支
出予定額、税区分、納入場所、検査場所、履行期
限、説明欄、相手方（登録番号、電話番号、支払
方法、住所、氏名）、検査報告書欄（検査合格年月
日、検査員、立会人等）、契約方法、入札（見積年
月日）、指名（見積業者）、入札額、契約伺（決裁
欄、契約業者名、契約金額、契約保証金、決定理
由）

【物品購入】
・発注書（新規作成）
起案日、相手方、物品明細（内訳）、納入場所

・執行伺書は下記項目を出力します。
決裁欄、年度、執行伺番号、所属（予算部門）、予算科目、契約方
法、セグメント（分類）、摘要、支出予定額、税区分、税額、税抜額
・以下の項目を帳票に追加します。
入札（見積年月日）、指名（見積業者）、入札額、契約伺（決裁欄、
契約業者名、契約金額、契約保証金、決定理由）

【物品購入】
・発注書の内容は、一般の発注書と同一です。

・負担行為伺書
支出区分（通常払、前渡払、前金払など）の出力が必須です。
支払予定日の出力が必須です。
登録年月日（起案日）の出力が必須です。
納入場所、購入明細（品名、規格、数量、単価、金額）、納入場
所、履行期限、説明欄、検査報告欄（検査日、検査員、立会人、報
告決裁欄、仮受領の日付と氏名欄、用品企業出納員受領印欄、
遅延日数の記載欄）が必須です。

負担行為伺書に相手方（登録番号、電話番号、支払方法、住所、
氏名）については不要です。
仕様書の記載に誤りがありました。申し訳ございません。

支出
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質問
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【物品請求】
・見積依頼所（物品購入調書）■内容■年度、伺
番号、支出区分、予算部門、支出科目（予算科
目）、分類コード、分類名、登録年月日、執行名称、
内訳、納入場所、検査場所、納入期限、税区分、
説明欄、注意事項
・物品購入等に関する伺い※発注書を下半分に印
刷■内容■決裁欄、伺番号、請求課、執行名称、
内訳、納入場所、検査場所、納入期限、税区分、
税抜価格、消費税相当額、契約額、契約業者名、
契約保証金、決定理由、発注書欄（年月日、相手
方、内訳、納入場所等）
・物品請求書（購入・修繕・借受）■内容■決裁
欄、年度、伺番号、支出区分、予算部門、支払予
定日、支出科目（予算科目）、分類コード、分類名、
登録年月日、執行名称、内訳（名称、摘要、数量、
単価、金額）、税抜価格、消費税額、支出予定額、
税区分、納入場所、検査場所、履行期限、説明
欄、相手方（登録番号、電話番号、支払方法、住
所、氏名）、検査報告書欄（検査合格年月日、検査
員、立会人等）

【物品請求】
・見積依頼書（新規作成）
年度、執行伺番号、業務区分（支出区分）、所属（予算部門）、予
算科目、セグメント（分類コード、分類名）、摘要（執行名称）、物品
明細（内訳）、納入場所、検査場所、納入期限、税区分

・物品購入等に関する伺い（新規作成）は下記項目を出力します。
決裁欄、年度、執行伺番号、所属（請求課）、予算科目、契約方
法、セグメント（分類）、摘要、支出予定額、税区分、税額、税抜
額、物品明細（内訳）、納入場所、検査場所、納入期限、契約額、
契約業者名、契約保証金、決定理由、発注書欄（年月日、相手
方、内訳、納入場所等）

・物品請求書（購入・修繕・借受）（新規作成）
決裁欄、年度、執行伺番号、業務区分（支出区分）、所属（予算部
門）、予算科目、セグメント（分類コード、分類名）、摘要（執行名
称）、物品明細（内訳（品名、規格、数量、単価、金額））、税抜価
格、消費税額、執行伺額、税区分、納入場所、検査場所、履行期
限、相手方（登録番号、電話番号、支払方法、住所、氏名）、検査
報告書欄（検査合格年月日、検査員、立会人等）

【物品請求】
・見積依頼書
登録年月日（起案日）が必須です。
説明欄（200文字以上）が必須です。（データ添付による代替可）
５行の注意事項の印字が必須です。

・物品購入等に関する伺い
よろしいです。

・物品請求書
登録年月日（起案日）の出力が必須です。
説明欄（200文字以上）が必須です。（データ添付による代替可）

物品請求書に支払予定日については不要です。
仕様書の記載に誤りがありました。申し訳ございません。

32
支出負担行為登録時に支払予定日を設定できるこ
と。

48

弊社のシステムでは、支払予定日は支出負担行為（契約締結）時
ではなく、実際の支払を行う支出命令時に行う仕様となっておりま
す。
設定タイミングとして、支出命令時で問題ないでしょうか。

不可です。支払期限のある支出において支出命令漏れを防ぐため
に、支出負担行為時の支出予定日の設定が必須です。

33 支出負担行為変更 .

37
支出負担行為変更で登録された情報の取消（支出
負担行為変更の予算執行履歴の削除）ができるこ
と。

49
No35に記載の「登録済の変更伺の取消（変更伺の予算執行履歴
の削除）ができること。」と同様な仕様と想定しておりますが、よろし
いでしょうか。異なる場合、その違いをお教えください。

よろしいです。
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38 支出命令 .

39
登録済の支出負担行為に対して支出命令を登録で
きること。支出負担額と差額が生じた場合には、自
動的に差額を予算に戻すこと。

50

執行伺で予算執行の予定額登録を行い、契約決定となる負担行
為で予算執行確定額登録を行う仕様となっています。
支出命令ではなく負担行為で差額を予算に戻す仕様で問題ない
でしょうか。

よろしいです。

41
資金前渡の場合は、資金前渡期間の入力ができる
こと。

51

資金前渡期間という項目が無い為、摘要欄に「○○前渡金7月分
（7月1日～7月31日）」のように入力いただく運用は可能でしょう
か。

可能です。

47

支出負担行為兼支出命令の起案では、支出伺（預
り金等台帳）及び支出決定書が出力できること。支
出伺の内容については以下のとおり。
■内容■決裁欄、年度、調定番号、予算部門、支
出科目（勘定借方科目、勘定貸方科目）、支出額、
支出前残高、今回支出額、累計、執行名称、支出
区分、支払方法、金融機関コード、預金種別、口座
番号、振込先金融機関（支店名含む）、債権者（郵
便番号、住所、氏名）、説明欄

52

支出負担行為兼支出命令起票時に支出負担行為兼支出命令書
を出力することができます。以下の想定でよろしいでしょうか。
支出負担行為兼支出命令書では以下の項目を出力します。
決裁欄、年度、起票日、支出命令日、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、支出命令額、消
費税額、税抜き額、支払方法、支出区分、予算残額、執行残額、
請求日、請求書番号、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）、
バーコード

支出区分（通常払、前渡払、前金払など）の出力が必須です。
支出伺（預り金等台帳）については、予算執行を伴わない支出の
決定時に出力するため、勘定借方科目について支出前残高を出
力し、今回支出額を差引した累計を出力してください。

48
分類の登録などにより、同一細節・同一予算部門で
の収入を区別できること。

53 仕様に記載の「収入」は「支出」の認識でよろしいでしょうか 失礼いたしました。支出、収入ともに区別できることが必要です。

55 支出命令時に控除内訳を入力できること。 54
控除内訳は別途、振替（併合）画面で入力いただく運用は可能で
しょうか。 可能です。

56

支出決定書が出力できること。
■内容■決裁欄、年度、支出決定番号、一括/分
割払、支出区分、予算部門、支払予定日、支出科
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、登録年月日、資金前渡期間、執
行名称、支出決定金額（円）、税区分、説明欄、債
権者請求年月日、債権者請求番号、金融機関コー
ド、預金種別、口座番号、振込先金融機関名（支店
名含む）、債権者コード、支払方法、債権者名（カ
ナ）、債権者（住所、氏名、代表者、請求印、宛先：
札幌市病院事業管理者を自動表示）、領収書欄
（年月日、氏名、印、あて先：札幌市病院事業金銭
企業出納員を自動表示）、備考欄（年月日、印）、
バーコード
※控除金がある場合は以下の項目を追加：支出決
定金額（合計、内訳　控除額○円（支払方法　納付
書払）、差引支払額○円（支払方法　　○○払）

55

支出命令起票時に支出命令書を出力することができます。
支出命令書では以下の項目を出力します。
以下の想定でよろしいでしょうか。
決裁欄、年度、起票日、支出命令日、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、支出命令額、消
費税額、税抜き額、控除命令額、支払方法、支出区分、負担行為
番号、予算残額、執行残額、請求日、請求書番号、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）、バーコード

債権者については、代表者名も出力が必須です。
振込先の口座名義についても出力が必須です。
債権者の請求印欄、領収書欄、領収についての備考欄が必須で
す。

58 支出（給与） .
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59

給与の支出は、複数予算を使用して執行できるこ
と。入力の際は、あらかじめ設定した予算科目が自
動的に表示され、予算科目を選択する必要がない
こと

56

以下の仕様で想定しておりますが、よろしいでしょうか。
給与用のExcel入力様式を新規作成します。
各予算項目、控除項目に金額を入力していただき、ファイル出力
ボタンを押下することで、伝票内容をCSVファイルで出力します。
支出取込業務で出力したCSVファイルを取り込むことで、支出負担
行為兼支出命令、及び振替伝票を作成できるように改修いたしま
す。

よろしいです。

60

給与の支出は、複数の控除内容を入力でき、それ
ぞれの控除の内容に応じて仕訳を行うことができる
こと。入力の際は、あらかじめ設定した控除内容が
自動的に表示され、控除内容を選択する必要がな
いこと。控除内訳は給与支出時点で入力を行うが、
仕訳は支払日時点で行えること。

57

以下の仕様で想定しておりますが、よろしいでしょうか。
給与用のExcel入力様式を新規作成します。
各予算項目、控除項目に金額を入力していただき、ファイル出力
ボタンを押下することで、伝票内容をCSVファイルで出力します。
支出取込業務で出力したCSVファイルを取り込むことで、支出負担
行為兼支出命令、及び振替伝票を作成できるように改修いたしま
す。

よろしいです。

61
予算科目の内訳書及び控除内容の内訳書を出力
できること。

58

以下の仕様で想定しておりますが、よろしいでしょうか。
給与用のExcel入力様式を新規作成します。
各予算項目、控除項目に金額を入力していただき、ファイル出力
ボタンを押下することで、伝票内容をCSVファイルで出力します。
支出取込業務で出力したCSVファイルを取り込むことで、支出負担
行為兼支出命令、及び振替伝票を作成できるように改修いたしま
す。

よろしいです。

62 旅費・出張命令 .

65
旅費区分、支払期限、用務地、旅費概算額、他機
関負担額が入力できること。

59 7/3の１次質問にて質問実施済（№65～71,74,76,77) .

79 支出手続 .

82 支払確定の取消を一件ごとにできること。 60
支払確定で複数の支出命令を束ねた場合、取消の単位も束ねた
単位になります。束ねた単位での取消で問題ないでしょうか。

よろしいです。

86

振込依頼データの一覧を帳票出力できること。
■内容■支払日（年月日）、執行課、以下の情報を
一覧表示：銀行コード、銀行名、支店コード、支店
名、口座種別、口座番号、債権者コード、債権者
名、件数、決定番号、金額、請求番号

61

以下の仕様で想定しておりますが、よろしいでしょうか。
口座振替明細書には以下の項目を出力します。
振込指定日、合計件数、合計金額、銀行コード、銀行名カナ、支店
コード、支店名カナ、口座種別コード、口座番号、債権者コード、口
座名義人カナ、金額、請求書番号

よろしいです。
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87

振込依頼データだけでなく、書面（総合振込依頼
書）で支出手続きが行えること。支払データは、振込
先銀行、支店、口座種別、口座番号、請求番号順
で出力されること。
■内容■振込指定日（年月日）、（あて先）札幌市
病院事業出納取扱金融機関、（依頼人）市立札幌
病院、「下記のとおり、それぞれの口座へお振込みく
ださい」、以下の情報を一覧表示：銀行コード、支店
コード、銀行名、支店名、預金種目、口座番号、受
取人氏名（カナ、氏名）、請求番号、金額
金額については、同一相手先及び同一請求番号に
ついては合計する。

62

以下の仕様で想定しておりますが、よろしいでしょうか。
支払業務で定期払分以外は、支払依頼書を新規作成する。
支払依頼書には以下の項目を出力します。
振込指定日、（あて先）札幌市病院事業出納取扱金融機関、（依
頼人）市立札幌病院、「下記のとおり、それぞれの口座へお振込み
ください」
銀行コード、支店コード、銀行名、支店名、預金種目、口座番号、
受取人氏名（カナ、氏名）、請求書番号、金額
金額については、同一相手先及び同一請求番号については合計
する。

よろしいです。

90
現金預金の口座、資金科目に支払実績を計上し、
資金管理と連動すること。

63
支払時に資金科目に対して、支払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。

91
出納審査の完了した支出命令に対して、起案単位
の支払処理を行う機能を有していること。

64
出納審査はシステムの入力ではなく、会計上の手続きという認識
ですが間違いないでしょうか。

間違いありません。各課から送付された書類について経理担当係
にて行う審査のことで、システム上の操作はないです。

94

出納取扱い指定銀行に送付する支払通知書が作
成できること。通知書は差分を複数回作成できるこ
と。
■内容■以下の２つを上下に表示する。
【支払通知書】
年月日、（あて先）札幌市病院事業出納取扱金融
機関、（依頼人）札幌市病院事業金銭企業出納
員、支払先○○他、「下記のとおりお支払い願いま
す。」、以下の情報を一覧表示：支払方法、件数、
金額、備考
【支払済報告書】
年月日、（あて先）札幌市病院事業金銭企業出納
員、（差出人）札幌市病院事業出納取扱金融機
関、支払先○○他、「下記のとおりお支払いしまし
た。」、以下の情報を一覧表示：支払方法、件数、
金額、備考

65
カスタマイズで様式を合わせる想定ですが、仕様にある差分を複
数回作成する要件については、支払登録処理を実施した単位と想
定しておりますが、よろしいでしょうか。

よろしいです。

97 前渡資金 .

99
月をまたいで繰越される前渡資金を登録できるこ
と。また、このように繰越される前渡資金とその他の
前渡資金は区別できること。

65
繰越前渡資金とその他の前渡資金の区別はありません。
繰越が発生しないよう毎月、前渡支出を行い、毎月末に精算を行
う運用は可能でしょうか。

よろしいです。

100 精算 .
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101

前渡資金として登録された支出命令の精算ができ
ること。また、精算書が出力できること。
■内容■決裁欄、○年度○月分、支出区分、予算
部門、資金前渡期間（自・至）、負担番号、支出科
目、分類コード、分類名、執行名称、税区分、精算
内訳（前月繰越額、資金前渡額、支払額、戻入
額、残額）、累計資金前渡額、累計支払額、繰越
額、精算欄（上記のとおり精算いたします。年月日、
資金前渡職員　職・氏名　印　あて先：札幌市病院
事業金銭企業出納員）

66

精算起票時に精算書を出力することができます。
精算書では以下の項目を出力します。よろしいでしょうか。
決裁欄、年度、起票日、精算日、精算番号、精算区分（同額、戻
入）、支出命令番号、支払日、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）、受
領額、支出区分、精算額、支払方法、戻入額、予算残額、調定番
号、執行残額、備考、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）

支出負担番号、執行名称、精算欄も必須です。
支出負担番号を入力することにより、資金前渡期間またはそれを
入力した備考欄、執行名称、資金前渡金額が呼び出せるようにし
てください。

102
精算日、精算月を登録できること。また、これらは必
須項目とすること。

67 精算日で精算月を判断いただくことは可能でしょうか。

可能です。
精算月については、仕様書別紙1－支出-99に記載した「月をまた
いで繰越される前渡資金」について登録することを想定したもので
す。

105

支出区分を資金前渡とした支出について、資金前
渡整理簿が出力できること。
■内容■年度、月、執行課、以下の項目を一覧表
示：負担番号、決定番号、科目、勘定科目、資金
前渡職員、執行名称、資金前渡期間（自・至）、支
出決定額（繰越額）、資金前渡額、支払金額、戻入
金額、残額（繰越額）、精算年月日、戻入年月日、
精算済表示（※表示等）、備考

68

命令照会画面から、資金前渡払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。
支出命令番号、摘要、所属名称、予算科目名称、支出区分、支払
方法、支出命令額、税区分、精算、精算額、所属、予算科目、計
上区分、検収日、セグメント、先頭命令番号、借方勘定科目名称、
貸方勘定科目名称、支払予定日、税額、負担、更正、更正額、借
方勘定科目、貸方勘定科目、予算区分、受付区分、支出命令日、
相手方、支払先、支払日、控除命令額、戻入、戻入額、請求日、
請求書番号、支払状態区分、受付日

出力結果に負担番号及び精算年月日が含まれ、かつ、抽出結果
を現行の資金前渡整理簿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。

106 戻入 .

115

戻入調書が出力できること。
■内容■決裁欄、年度、戻入番号、予算部門、戻
入先情報（予算科目、勘定借方科目、勘定貸方科
目）、分類コード、分類名、登録年月日、戻入額、税
区分、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

69

戻入起票時に戻入命令書を出力することができます。
戻入命令書では以下の項目を出力します。よろしいでしょうか。

決裁欄、年度、起票日、戻入命令日、調定番号、未収計上（有
無）、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）、戻入額、消費税区分、消費
税額、税抜き額、支出命令番号、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）、備考欄

調定書と同様に、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。

116 帳票 .

117

支払済情報の一覧表を出力できること。予算部門
別で出力できること。
■内容■決裁欄、予算部門名、執行課、○年○月
○日分、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）

70

命令照会画面から、支払日、支払済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。
支出命令番号、摘要、所属名称、予算科目名称、支出区分、支払
方法、支出命令額、税区分、精算、精算額、所属、予算科目、計
上区分、検収日、セグメント、先頭命令番号、借方勘定科目名称、
貸方勘定科目名称、支払予定日、税額、負担、更正、更正額、借
方勘定科目、貸方勘定科目、予算区分、受付区分、支出命令日、
相手方、支払先、支払日、控除命令額、戻入、戻入額、請求日、
請求書番号、支払状態区分、受付日

システムから直接出力する帳票とします。
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118

支出命令のうち支払確定済（支払することが確定
済）の情報について、支払予定表が作成できること。
■内容■作成日、以下の情報を一覧表示：支払方
法、支出決定番号、債務者名（コード、債務者名）、
支払予定額（件数、金額）、審査完了済（日付、※
表示等）

71

命令照会画面から、支払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。
支出命令番号、摘要、所属名称、予算科目名称、支出区分、支払
方法、支出命令額、税区分、精算、精算額、所属、予算科目、計
上区分、検収日、セグメント、先頭命令番号、借方勘定科目名称、
貸方勘定科目名称、支払予定日、税額、負担、更正、更正額、借
方勘定科目、貸方勘定科目、予算区分、受付区分、支出命令日、
相手方、支払先、支払日、控除命令額、戻入、戻入額、請求日、
請求書番号、支払状態区分、受付日

システムから直接出力する帳票とします。

119 支出負担照会 .

120
登録済みの支出負担について、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。

72
負担照会では、登録済みの負担行為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。以下の仕様で想定
しておりますが、よろしいでしょうか。

よろしいです。

121 ・支出負担年度（現年、過年） ・年度 .
122 ・起案日の範囲指定 ・負担行為日（範囲指定） .
123 ・支払予定日の範囲指定 ・（命令照会での確認項目となります。） .
124 ・履行期限の範囲指定 未対応 .
125 ・支出負担番号の範囲指定 ・負担行為番号（範囲指定） .
126 ・予算科目コードの範囲指定 ・予算科目コード（範囲指定） .
127 ・予算科目 ・予算科目名称 .
128 ・支出負担額の範囲指定 ・負担行為額（範囲指定） .
129 ・支出決定状況（決定済、一部決定、決定無） ・支出命令未済（未済有、未済無） .
130 ・予算部門 ・所属（予算部門） .
131 ・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） .
132 ・支払方法 ・支出区分／支払方法 .

133
登録済みの支出負担の検索結果として、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

73
登録済の負担行為を最大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。
以下の仕様で想定しておりますが、よろしいでしょうか。

よろしいです。

134 ・支出負担番号 ・負担行為番号 .
135 ・支出負担区分 ・負担行為区分（負担行為、兼命令、工事物品） .
136 ・起案日 ・負担行為日 .
137 ・予算部門 ・所属（予算部門） .
138 ・相手先 ・相手方名称 .
139 ・支出決定状況（決定済、一部決定、決定無） ・命令（未済有、未済無） .
140 ・予算科目 ・予算科目コード／予算科目名称 .
141 ・摘要 ・摘要 .
142 ・支出負担額 ・負担行為額 .
143 ・請求番号 ・（命令照会での確認項目となります。） .

144
登録済みの支出負担の検索結果一覧から、任意の
支出負担を選択した際、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。

74

負担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、
支出負担行為または支出負担行為兼支出命令画面に遷移するこ
とができます。起案画面では以下の項目を想定しています。よろし
いでしょうか。

支払予定日も必須です。
その他はよろしいです。

145 ・最終更新ユーザ 未対応 .
146 ・ユーザ所属 未対応 .
147 ・最終更新日 未対応 .
148 ・支出負担区分 ・起案画面ではなく一覧画面で参照可能です .
149 ・起案年度 ・年度 .
150 ・起案年月日 ・起案日 .
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151 ・予算部門 ・所属 .
152 ・支払予定日 未対応 .
153 ・支出負担番号 ・負担行為番号 .
154 ・借方科目 ・借方勘定科目コード／名称 .
155 ・予算科目 ・予算科目コード／名称 .
156 ・貸方科目 ・貸方勘定科目コード／名称 .
157 ・摘要 ・摘要 .
158 ・場所 未対応 .
159 ・検査場所 未対応 .
160 ・履行期限 未対応 .
161 ・税区分 ・税区分 .
162 ・税率 ・税率 .
163 ・支出負担額 ・負担行為額 .
164 ・税額 ・税額 .
165 ・命令額 ・命令済額 .
166 ・負担残額 ・命令済額から判断可能です。 .
167 ・分類 ・セグメント（分類） .
168 ・相手先 ・相手方名称 .
169 ・相手先コード ・相手方コード .
170 ・相手先住所 ・相手方住所 .
171 ・支出区分 ・支出区分 .
172 ・支払方法 ・支払方法 .
173 ・メモ ・備考 .
174 支出命令照会 .

175
登録済みの支出命令について、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。

75
命令照会では、登録済みの支出命令を以下の条件で検索するこ
とができます。また、検索条件は複数設定できます。よろしいでしょ
うか。

よろしいです。

176 ・支出命令年度（現年、過年） ・年度 .
177 ・起案日の範囲指定 ・支出命令日（範囲指定） .
178 ・支払予定日の範囲指定 ・支払予定日（範囲指定） .
179 ・支出命令番号の範囲指定 ・支出命令番号（範囲指定） .
180 ・支出負担番号の範囲指定 ・負担行為番号（範囲指定） .
181 ・予算科目コードの範囲指定 ・予算科目コード（範囲指定） .
182 ・予算科目 ・予算科目名称 .
183 ・借方勘定コードの範囲指定 ・借方勘定コード（範囲指定） .
184 ・借方勘定 ・借方勘定科目名称 .
185 ・貸方勘定コードの範囲指定 ・貸方勘定コード（範囲指定） .
186 ・貸方勘定 ・貸方勘定科目名称 .
187 ・支出命令額の範囲指定 ・支出命令額（範囲指定） .
188 ・予算部門 ・所属（予算部門） .
189 ・分類名（部分一致検索可） ・セグメント（分類） .

190 ・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）
・支払先コード／支払先名称（部分一致）

.

191 ・請求番号 ・請求書番号 .

192

登録済みの支出命令の検索結果として、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。

76
登録済の支出命令を最大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。

よろしいです。

193 ・支出命令番号 ・支出命令番号 .
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194 ・支出負担番号 未対応 .
195 ・予算部門 ・所属（予算部門） .
196 ・相手先 ・相手方名称／支払先名称 .
197 ・予算科目 ・予算科目コード／予算科目名称 .
198 ・借方科目 ・借方勘定科目コード／名称 .
199 ・貸方科目 ・貸方勘定科目コード／名称 .
200 ・摘要 ・摘要 .
201 ・支出命令額 ・支出命令額 .

202
登録済みの支出命令の検索結果一覧から、任意の
支出命令を選択した際、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。

77

負担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、
支出負担行為または支出負担行為兼支出命令画面に遷移するこ
とができます。
起案画面では以下の項目を想定しています。よろしいでしょうか。

よろしいです。

203 ・最終更新ユーザ 未対応 .
204 ・最終更新日 未対応 .

205 ・支出命令区分
・起案画面で支出命令か、支出負担行為兼支出命令か判断可能
です。

.

206 ・起案年度 ・年度 .
207 ・起案年月日 ・起案日 .
208 ・起案部門 ・起案者 .
209 ・資金前渡期間 ・摘要欄に入力いただく想定です。 .
210 ・支出命令番号 ・支出命令番号 .
211 ・支出負担番号 ・負担行為番号 .
212 ・借方科目 ・借方勘定科目コード／名称 .
213 ・予算科目 ・予算科目コード／名称 .
214 ・貸方科目 ・貸方勘定科目コード／名称 .
215 ・摘要 ・摘要 .
216 ・支払予定日 ・支払予定日 .
217 ・税区分 ・税区分 .
218 ・税率 ・税率 .
219 ・支出命令額 ・支出命令額 .
220 ・税額 ・税額 .
221 ・分類 ・セグメント（分類） .
222 ・一括・分割 未対応 .
223 ・相手先 ・相手方名称 .
224 ・相手先コード ・相手方コード .
225 ・相手先住所 ・相手方住所 .
226 ・支出区分 ・支出区分 .
227 ・支払方法 ・支払方法 .
228 ・支払先金融機関名 ・振込先 .
229 ・支払先支店名 ・振込先 .
230 ・支払先口座種別 ・振込先 .
231 ・支払先口座番号 ・振込先 .
232 ・支払先口座名義カナ ・振込先 .
233 ・相手先代表職名 ・債権者名称に含めていただく想定です。 .
234 ・相手先代表者名 ・債権者名称 .
235 ・メモ 未対応 .

.
1 振替伝票 .

振替
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仕様書別紙１
質問
番号

質問 回答

3

振替決裁書（振替伝票）が出力できること。
■内容■決裁欄、年度、振替番号、予算部門、登
録年月日、執行名称、振替伝票（借方/貸方に予
算科目、勘定科目、年度、予算部門、税区分、分
類コード、振替額（うち消費税額）、予算残高）、説
明欄、バーコード

78

振替起票時に振替伝票を出力することができます。
振替伝票では以下の項目を出力します。よろしいでしょうか。

決裁欄、年度、起票日、振替日、伝票番号、支払日、借方所属（予
算部門）、貸方所属（予算部門）、借方予算区分、貸方予算区分、
借方予算科目、貸方予算科目、借方勘定科目、貸方勘定科目、
借方セグメント（分類名称）、貸方セグメント（分類名称）、振替額、
消費税区分、消費税額、税抜額、予算残額、摘要、備考

年度間の振替も必須です。

11
振替の登録時に発行されたバーコードを使用して振
替確定処理ができること。

79
弊社のシステムでは、振替の確定処理はありません。経理担当の
決裁欄を使用して、確定とみなすことは可能でしょうか。

よろしいです。

12 振替確定処理の取消ができること。 80
弊社のシステムでは、振替の確定処理はありません。経理担当の
決裁欄を使用して、確定とみなすことは可能でしょうか。

よろしいです。

17 帳票 .

18

支出命令、支出命令・負担で登録された未払金計
上済の支出取引の情報を基に、振替伝票を一覧形
式で作成できること。
■内容■決裁欄、予算部門名、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）

81

命令照会画面から、支払日、支払済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。
支出命令番号、摘要、所属名称、予算科目名称、支出区分、支払
方法、支出命令額、税区分、精算、精算額、所属、予算科目、計
上区分、検収日、セグメント、先頭命令番号、借方勘定科目名称、
貸方勘定科目名称、支払予定日、税額、負担、更正、更正額、借
方勘定科目、貸方勘定科目、予算区分、受付区分、支出命令日、
相手方、支払先、支払日、控除命令額、戻入、戻入額、請求日、
請求書番号、支払状態区分、受付日

抽出結果を現行の帳票と類似した様式で出力できるExcelファイル
等の提供があれば可能です。
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仕様書別紙１
質問
番号

質問 回答

19

振替伝票一覧の情報を、CSV等のデータ形式で出
力できること。
■内容■作成日時、対象期間、伝票NO、伝票起
案日、摘要名、相手先名、借方（予算部門コード、
金額、消費税額、税率、消費税区分、予算コード、
予算名、勘定コード、勘定名）、貸方（予算部門コー
ド、金額、消費税額、税率、消費税区分、予算コー
ド、予算名、勘定コード、勘定名）、最終更新日、借
方貸方の予算コード対応チェック

82

伝票データ出力画面で、振替伝票、収入伝票、支出伝票のCSV出
力を行えます。
弊社のシステムでは、以下の項目が出力されます。よろしいでしょ
うか。
年度、伝票番号、事業会計、事業会計名称、伝票種別、伝票種別
名称、所属コード、所属名称、起案日、発行日付、合計件数、借方
件数、貸方件数、金額、消費税額、予算残額、執行残額、貸方予
算残額、貸方執行残額、修正仕訳区分、修正仕訳区分名称、摘
要、摘要名称、未収未払区分、未収未払区分名称、相手方番号、
相手方住所、相手方名称、相手方郵便番号、調定命令年度、調
定番号、支出命令番号、精算番号、事由、正負区分、正負区分名
称、納付書出力区分、納付書出力区分名称、納期限、添付文書
区分、借方所属コード、借方所属名称、借方予算区分、借方予算
区分名称、借方予算款、借方予算款名称、借方予算項、借方予
算項名称、借方予算目、借方予算目名称、借方予算節、借方予
算節名称、借方予算細節、借方予算細節名称、借方予算細々
節、借方予算細々節名称、借方勘定款、借方勘定款名称、借方
勘定項、借方勘定項名称、借方勘定目、借方勘定目名称、借方
勘定節、借方勘定節名称、借方勘定細節、借方勘定細節名称、
借方セグメント、借方消費税区分、借方消費税区分名称、借方消
費税率、借方予算用金額、借方勘定用金額、貸方所属コード、貸
方所属名称、貸方予算区分、貸方予算区分名称、貸方予算款、
貸方予算款名称、貸方予算項、貸方予算項名称、貸方予算目、
貸方予算目名称、貸方予算節、貸方予算節名称、貸方予算細
節、貸方予算細節名称、貸方予算細々節、貸方予算細々節名
称、貸方勘定款、貸方勘定款名称、貸方勘定項、貸方勘定項名
称、貸方勘定目、貸方勘定目名称、貸方勘定節、貸方勘定節名
称、貸方勘定細節、貸方勘定細節名称、貸方セグメント、貸方消
費税区分、貸方消費税区分名称、貸方消費税率、貸方予算用金
額、貸方勘定用金額

借方予算科目コード、借方勘定科目コード、貸方予算科目コード、
貸方勘定科目コードについても必須です。

20 照会 .

21
登録済みの振替は、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。

83
振替照会では、登録済みの振替伝票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。

22 ・年度 ・年度 .
23 ・起案日の範囲指定 ・振替日（範囲指定） .
24 ・伝票番号の範囲指定 ・伝票番号（範囲指定） .
25 ・借方予算名 ・借方予算科目コード（範囲指定）／借方予算科目名称 .
26 ・貸方予算名 ・貸方予算科目コード（範囲指定）／貸方予算科目名称 .
27 ・借方勘定名 ・借方勘定科目コード（範囲指定）／借方勘定科目名称 .
28 ・貸方勘定名 ・貸方勘定科目コード（範囲指定）／貸方勘定科目名称 .
29 ・金額の範囲指定 ・振替額（範囲指定） .
30 ・予算部門 ・所属（予算部門） .
31 ・摘要名 ・摘要 .
32 ・確定状況 ・弊社のシステムでは、振替の確定機能はありません。 .

33
登録済みの振替の検索結果として、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

84
登録済の振替伝票を最大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。

よろしいです。

34 ・伝票番号 ・伝票番号 .
35 ・起案日 ・振替日 .
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仕様書別紙１
質問
番号

質問 回答

36 ・借方予算科目 ・借方予算科目コード／借方予算科目名称 .
37 ・借方勘定 ・借方勘定科目コード／借方勘定科目名称 .
38 ・予算部門 ・所属（予算部門） .
39 ・貸方予算科目 ・貸方予算科目コード／貸方予算科目名称 .
40 ・貸方勘定 ・貸方勘定科目コード／貸方勘定科目名称 .
41 ・摘要 ・摘要 .
42 ・金額 ・振替額 .
43 ・確定状態 ・弊社のシステムでは、振替の確定機能はありません。 .
44 表示された検索結果の合計額を表示できること。 85 検索結果の振替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。

45
登録済みの支出負担の検索結果一覧から、任意の
支出負担を選択した際、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。

86
振替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、
振替または更正画面に遷移することができます。起案画面では以
下の項目を想定しています。よろしいでしょうか。

よろしいです。

「支出負担」とありますが、「振替」が正しいです。
仕様書の記載に誤りがありました。申し訳ございません。

46 ・最終更新ユーザ 未対応 .
47 ・最終更新日 未対応 .
48 ・起案年度 ・年度 .
49 ・起案年月日 ・起案日 .
50 ・予算部門 ・所属 .
51 ・確定状態 ・弊社のシステムでは、振替の確定機能はありません。 .
52 ・振替伝票番号 ・伝票番号 .
53 ・金額 ・金額 .
54 ・借方予算 ・借方予算科目コード／名称 .
55 ・借方勘定 ・借方勘定科目コード／名称 .
56 ・借方部門 ・借方所属 .
57 ・借方税区分 ・借方税区分 .
58 ・借方税率 ・借方税率 .
59 ・借方税額 ・借方税額 .
60 ・借方調定番号 ・調定番号（収入更正の場合） .
61 ・貸方予算 ・貸方予算科目コード／名称 .
62 ・貸方勘定 ・貸方勘定科目コード／名称 .
63 ・貸方部門 ・貸方所属 .
64 ・貸方税区分 ・貸方税区分 .
65 ・貸方税率 ・貸方税率 .
66 ・貸方税額 ・貸方税額 .
67 ・貸方調定番号 未対応 .
68 ・摘要 ・摘要 .
69 ・メモ 未対応 .

.
1 全般 .

7
精算表は期中での作成が可能であり、作成日時を
印字すること。

87
精算表はExcelでの出力となります。作成日時につきましては、印
刷時にヘッダーに設定いただくことは可能でしょうか。

可能です。

9
収入管理・支出管理業務と連動して口座残高の管
理を行い、資金現在高の把握を可能とすること。

88
消込、及び支払処理を行うことにより、資金予定入力画面で資金
残高管理を行うことが出来ますが、よろしいでしょうか。

よろしいです。

11 出力 .

13 出力は科目ごとに行えること。 89
弊社のデータ抽出機能は、伝票単位での出力になりますがよろし
いでしょうか。

伝票単位で出力したのちに、科目単位での合算額を容易に算出
できるExcelファイル等の提供があれば可です。

決算
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番号
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14
出力するCSVの列の並び順は、病院局が指定する
ものとすること。

90
弊社のデータ抽出機能は、伝票番号順になりますがよろしいでしょ
うか。

病院局が保有するExcelファイルにデータを貼り付け活用すること
を想定しているため、並び順が容易に変更できるExcelファイル等
の提供があれば可です。

15 収入、支出伝票のデータについて 91
収入、支出伝票のデータについては以下の項目を出力可能です
が、よろしいでしょうか

よろしいです。

16 ・執行月 ・振替日 .
17 ・勘定科目 ・借方勘定科目名称／貸方勘定科目名称 .
18 ・勘定科目コード ・借方勘定科目コード／貸方勘定科目コード .
19 ・勘定金額 ・金額 .
20 ・予算科目 ・借方予算科目名称／貸方予算科目名称 .
21 ・予算科目コード ・借方予算科目コード／貸方予算科目コード .
22 ・予算部門 ・借方所属名称／貸方所属名称 .
23 ・予算部門コード ・借方所属コード／貸方所属コード .
24 ・消費税区分 ・借方消費税区分／貸方消費税区分 .

25 予算執行状況について 92
CSV形式ではなく、Excelの帳票様式で以下の項目を出力可能で
すが、よろしいでしょうか。

よろしいです。

26 ・年度 ・年度 .
27 ・当初予算額 ・当初予算額 .
28 ・補正回数 未対応 .
29 ・補正額 ・補正額 .
30 ・流用額 ・流用・充当額 .
31 ・決算額 ・執行額（累計） .
32 ・最終更新日 未対応 .

33
予算科目別に、税込額・消費税額・税抜額・課税標
準額・非課税額・不課税額・特定収入額を確認でき
る月次及び年次消費税集計表の作成が行えるこ

93 課税標準額は出力されませんがよろしいでしょうか。 よろしいです。

48 年度切替 .

50
翌期伝票入力の並行期間については、年次繰越処
理を行うまでとし、特に制限がないこと。

94
弊社システムでの制限につきましては、月締め処理で行います。
月締めで前年度3月を締めることにより、旧年度の入力を抑制させ
る仕様となりますがよろしいでしょうか。

月締め処理を行うまでは、旧年度の入力に特に制限がないならば
よろしいです。

59 総勘定元帳 .

61

総勘定元帳の作成が行えること。処理年月、科目レ
ベル、勘定科目の範囲指定ができること。特定の予
算部門あるいは全体について処理できること。
■内容■作成年月日、年度、○年○月分、予算部
門名、事業名、科目別（細節）に以下の情報を一覧
表示：日、借方残高、借方、貸方、貸方残高

95

予算部門別に出力することが出来ませんが、
総勘定元帳画面に総勘定元帳を出力することができます。
総勘定元帳では以下の項目を出力します。いかがでしょうか。

ヘッダー：年度、事業会計、処理年月、勘定科目
明細：日、借方残高、借方、貸方、貸方残高

予算部門別の処理が必須です。

66 決算書 .

67

年次決算終了後に決算報告書を作成できること。
■内容■科目別に予算額（当初予算額、補正予算
額、地公法24条3項または4項の規定による支出額
に係る財源充当額、合計）、決算額、予算対比増
減、備考を表示。期中での作成可。

96

以下を想定しておりますが、よろしいでしょうか。
決算報告画面で、決算報告書を作成できます。決算報告書作成
用のCSVをダウンロードし、弊社の作表ツールに取込むことで、
Excel様式の決算報告書を作成できます。期中での作成も可能と
なっています。

決算報告書では以下の項目を出力します。
当初予算額、補正予算額、地方公営企業法第24条第3項の規定
による支出額に係る財源充当額、合計、決算額、予算額に比べ決
算額の増減、備考

よろしいです。
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72

決算報告書の備考欄には「うち預り消費税および地
方消費税」、「翌年度繰越に係る財源充当額」の文
言および金額が表示されていること。該当なしの場
合は空欄とすること。

97
決算報告書はExcel様式で作成されます。「翌年度繰越に係る財
源充当額」欄、金額設定、及び文言の修正はExcel上で行っていた
だく想定ですがよろしいでしょうか

よろしいです。

77 未収金一覧表 .

78

未収金一覧表が作成できること。
■内容■作成年月日、予算部門、年度、予算科目
（目）、調定年月日（期間表示）、以下の情報を一覧
表示：調定番号、予算科目（節、細節）、相手先、
執行名称、調定金額、納期限

98

未収金一覧表画面で、未収金一覧表を作成できます。
未収金一覧表では以下の項目を出力します。よろしいでしょうか。
ヘッダー：事業会計、作成年月日、時点日、所属（予算部門）、勘
定科目
明細：調定日、調定番号、摘要、相手方名称、調定額、収納済額、
未収金額、納期限

年度も必須です。

80

未収金調書が作成できること。対象とする処理年
月、年度区分（すべて、現年、過年）を指定できるこ
と。
■内容■作成年月日、○年○月31日現在、予算
部門、事業名、科目別に以下の情報を一覧表示：
前月末未収累計額、前月末収納累計額、調定額、
増減額（増額、減額）、戻入額、振替額（増額、減
額、仮受金、収入更正）、消込収納額、当月発生
未収額計、当月収納額計、当月末未収累計額、当

99
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。
伝票データ出力機能で振替、収入データを使用して、該当帳票を
作成する運用は可能でしょうか。

指定の内容をすべて抽出結果を現行の帳票と類似した様式で出
力できるExcelファイル等の提供があれば可能です。

81 未払金一覧表 .

82

未払金一覧表が作成できること。全体または予算部
門ごとに作成できること。
■内容■医業未払金/医業外未払金/建設改良
未払金の別、対象日（自～至）、支払日、支払区
分、作成日、以下の情報を一覧表示：年度、伝票
番号、負担番号、税込金額、節・細節名称、執行
名称、業者略名称、伝票年月日、審査月日、支払
日

100
「医業未払金/医業外未払金/建設改良未払金の別」は勘定科目
で判断可能でしょうか。 可能です。

84 その他帳票 .

85

預金出納簿が作成できること。日別の受入額、払出
額、残高が出力できること。
■内容■作成年月日、○年○月分、予算部門名、
事業名、月初～月末まで日にちごとに以下の情報を
一覧表示：普通預金（収入金額、支払金額、残
高）、その他（収入金額、支払金額、残高）、合計
（収入金額、支払金額、残高）、備考

101

現金出納簿画面で、現金出納簿を作成できます。
現金出納簿では以下の項目を出力します。よろしいでしょうか
ヘッダー：年度、事業会計、対象月、所属（予算部門）、勘定科目
明細：取引日、摘要、相手所属、相手勘定科目、借方、貸方、残高
普通預金、その他、合計の別には出力されません。

預金出納簿は、日にちごとに各情報を一覧化するものです（一日
一行を想定）。
質問に記載の「現金出納簿」では取引明細ごとに各情報を一覧化
するものと推察されますが、取引明細の情報を日にちごとに合計
し、収入金額、支払金額、残高を一覧化できるのであればよろしい
です。

86

月計表が作成できること。
■内容■作成年月日、○年○月～○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：借方（合計額、振替額、現金・預
金）、貸方（現金・預金、振替額、合計額）

102

月計表画面で、月計表を作成できます。
月計表では以下の項目を出力します。よろしいでしょうか
ヘッダー：年度、事業会計、対象月、所属（予算部門）
明細：勘定科目（款～細節）、借方（計、振替、現金預金）、貸方
（現金預金、振替、計）

よろしいです。

87

年間科目別消費税一覧表が作成できること。
■内容■作成日付、期間表示（○年○月～○年
○月）、以下の情報を一覧表示：目、節、年月日、
伝票番号、摘要、業者名、金額、消費税、小計。期
中での作成可。

103

弊社パッケージでは、年間科目別消費税一覧表に相当する帳票
は用意しておりません。
伝票データ作成画面で抽出した結果から加工していただく運用は
可能でしょうか。

よろしいです。
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88

消費税計算書が作成できること。
■内容■作成年月日、○年○月～○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：税込額、（消費税額）、（税抜
額）、非課税額、不課税額、合計

104

消費税一覧表画面で、消費税一覧表を作成できます。
消費税一覧表では以下の項目を出力します。よろしいでしょうか
ヘッダー：年度、事業会計、期間（開始日～終了日）、所属（予算部
門）、作成日
明細：予算科目（款～細々節）、課税額、税抜額、消費税額、非課
税額、不課税額、うち特定収入額、税込合計、税抜合計

よろしいです。

.
1 全般 .

2

固定資産の取得・増加・除却等情報を登録すること
により、固定資産台帳等の作成を可能とすること。
■内容■作成年月日、予算部門、所管課、管理番
号、資産種類、資産名称、納入業者、構造規格、
取得年月日、償却率、耐用年数、取得価額（税
込）、税抜処理後、年間償却額、残存価額、償却
対象内訳（自己資金、その他）、非償却対象内訳
（補助金、受贈財産、その他）、年度別推移＜（帳
簿原価：借方、貸方、残高）（減価償却累計額：借
方、貸方、累計）、帳簿価額、処分金額損益＞

105

固定資産異動画面で固定資産登録時に固定資産台帳を出力する
ことが出来ます。
固定資産台帳では以下の項目を出力します。よろしいでしょうか。

ヘッダー：事業会計、資産番号、資産種類、作成日時
基本情報：資産名称、業者、取得価格、構造・規格、取得日、年間
償却額、形状・寸法、数量、耐用年数、継続年数、備考、所属（予
算部門）、償却率、所在、取得原因、残存率、償却方法、残存価格
償却内訳：財源(自己資金、その他、補助金、受像財産、その他な
ど最大１０件）、リース期間、リース償却期間、セグメント内訳
異動明細：年月日、数量、帳簿原価（借方、貸方、残高）、減価償
却累計額（借方、貸方、累計）、長期前受金収益累計額（借方、貸
方、累計）、帳簿価額、当年度繰入金収益額、処分金額損益、現
存損失額
税抜額、税抜処理後は出力されません。

納入業者の出力が必須です。
税抜額、税抜処理後は出力されなくともよろしいです。

3

固定資産新規取得一覧表が出力できること。指定
の年度に取得した固定資産の情報を一覧表示する
こと。
■内容■作成年月日、予算部門、資産種類、以下
の情報を一覧表示：管理番号、資産名称、保管場
所、構造規格、取得年月日、納入業者名、耐用年
数、償却方法、償却率、税抜取得金額、年間償却
額、残存価額、自己資金、その他、補助金、受贈財
産、その他、取得価額（税込）

106

固定資産異動画面で固定資産登録時に固定資産台帳を出力する
ことができます。
固定資産台帳では以下の項目を出力します。
よろしいでしょうか。

ヘッダー：事業会計、資産番号、資産種類、作成日時
基本情報：資産名称、業者、取得価格、構造・規格、取得日、年間
償却額、形状・寸法、数量、耐用年数、継続年数、備考、所属（予
算部門）、償却率、所在、取得原因、残存率、償却方法、残存価格
償却内訳：財源(自己資金、その他、補助金、受像財産、その他な
ど最大１０件）、リース期間、リース償却期間、セグメント内訳
異動明細：年月日、数量、帳簿原価（借方、貸方、残高）、減価償
却累計額（借方、貸方、累計）、長期前受金収益累計額（借方、貸
方、累計）、帳簿価額、当年度繰入金収益額、処分金額損益、現
存損失額
税抜額、税抜処理後は出力されません。

納入業者の出力が必須です。
税抜額、税抜処理後は出力されなくともよろしいです。

固定資産
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4
固定資産台帳及び固定資産新規取得一覧表は、
予算部門、管理番号、取得年度、資産種類、納入
業者、保管場所により出力範囲を指定できること。

107

固定資産新規取得一覧表画面で、取得年度を条件に固定資産新
規取得一覧表をPDF出力できます。PDF上で印刷対象を確認いた
だく運用は可能でしょうか。

固定資産新規取得一覧表では以下の項目を出力します。
ヘッダー：年度、事業会計、資産種類、作成日時
明細：資産番号、資産名称、保管場所、備考、構造・規格、形状・
寸法、相手方、取得年月日、数量、取得金額、耐用年数、償却
率、財源（自己資金、その他、補助金、受贈財産、その他など最大
１０件）
取得価額（税込）は出力されません

よろしいです。

8 勘定科目ごとの合計額が出力できること。 108
固定資産明細表では、固定資産分類ごとの合計が出力されます
が、貴局の固定資産分類と勘定科目の体系を一致させることで対
応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。

12

固定資産の勘定科目は、通常の勘定科目と別に管
理できること。また、マスタの設定で通常の勘定科目
と固定資産の勘定科目を連携し、管理ができるこ
と。

109
固定資産分類と勘定科目は別で管理可能です。体系を一致させ
ることで連携相当な対応は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。

21 固定資産登録 .

28
償却限度額を100％（無形資産）・95％（有形資
産）・50％（取替法）・１％（償却特例）が選択可能
であること。

110
残存率（償却限度率の逆数）を、直接手入力となりますが運用可
能でしょうか。

よろしいです。

32

固定資産の年度当初現在高、当年度増加額、当
年度減少額、年度末現在高を財源別に把握できる
帳票を出力できること。また、資産番号単位でも同
様の金額を把握する方法を有すること。

111
固定資産データ抽出で、資産データを抽出していただき、Exceで
加工していただく運用対応は可能でしょうか。

抽出結果を現行の帳票と類似した様式で出力できるExcelファイル
等の提供があれば可能です。

35 固定資産台帳 .

36
固定資産番号を指定することで、資産名称・所在
地・取得先・数量・起債充当区分・備考情報の変更
ができること。

112
起債充当区分は、起債財源額があるかないかで判断することは可
能でしょうか

可能です。

39
固定資産番号を指定することで、予算部門別・勘定
科目・耐用年数を変更できること。

113
勘定科目が誤っていた場合、資産を削除し、再登録する運用は可
能でしょうか。

可能です。

43
固定資産番号、勘定科目、予算部門、取得年度、
資産名称等で出力範囲を選択できること。

114

弊社システムでは、資産番号（範囲指定）、取得年度、資産種類に
よる絞込みが行えます。所属、及び資産名称による絞込みが行え
ませんが、帳票（PDF）作成後、印刷の判断を頂くことは可能でしょ
うか

可能です。

50 固定資産特別償却登録 .

51
固定資産番号を指定することで、特別償却額が固
定資産台帳に追加できること。

115

特別償却額を設定できる機能はありませんが、各年度の償却額を
修正することが可能です。
固定資産償却明細画面で異動種別「償却額修正」を選択し、特別
償却額を設定してください。備考にその旨を記載頂く運用になりま
す。

可能です。

54 異動処理 .
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65

固定資産除却一覧表を出力できること。予算部門、
管理番号、除却年度、資産種類、納入業者、保管
場所の条件で対象データを指定できること。
■内容■作成年月日、予算部門、資産種類、以下
の情報を一覧表示：管理番号、資産名称、保管場
所、取得年月日、耐用年数、償却方法、償却率、
税抜取得金額、年間償却額、残存価額、除却対象
額、期首償却累計、期首帳簿残額、除却年月日、
内容、自己資金、その他、補助金、受贈財産、その
他、取得価額（税込）

116

固定資産除却一覧表画面で、除却年度を条件に固定資産除却一
覧表を出力できます。（所属、管理番号、納入業者、保管場所の条
件指定が出来ません。）固定資産除却一覧表では以下の項目を
出力します。よろしいでしょうか。

ヘッダー：年度、事業会計、資産種類、作成日時
明細：資産番号、資産名称、保管場所、構造・規格、備考、除却
日、数量、除却額、償却除外額、収益除外額、償却済額、収益済
額、除却費、除却損
取得日、耐用年数、償却方法、償却率、税抜き取得金額、年間償
却額、残存価額、期首償却累計、期首帳簿残額、内容、自己資
金、その他、補助金、受贈財産、その他、取得価額（税込）は出力
されません

取得日、耐用年数、償却方法、償却率、所得価額、残存価額、収
益化関連（補助金、受贈財産、その他）も必須です。

66 償却管理 .

67

減価償却予定表は、予算部門、取得年度、資産種
類により対象情報を指定し、対象年度以降10年間
の資産種類別の減価償却額・件数と合計額・件数
が表示できること。また、これをCSV形式等でのデー
タ出力ができること。

117

減価償却予定表画面で、年度を条件に減価償却予定表を出力で
きます。（所属、取得年度、資産種類の条件指定が出来ません。）
減価償却予定表では以下の項目を出力します。よろしいでしょう
か。

ヘッダー：年度、事業会計、作成日時
明細：資産種類、件数、減価償却額（１０年分）

よろしいです。

86
所在地の情報により、本院と精神科病棟を分けた減
価償却シミュレーションが可能であること。また、合
算したシミュレーションも可能であること。

118
所在地で分割することができません。固定資産分類で本院と精神
科病棟を分けて管理することは可能でしょうか。

登録できる分類の種類が、現行の2倍以上ある項目があれば可能
です。
固定資産分類を本院と精神科病棟を分けることで、仕様のシミュ
レーションができるのであれば可能です。

87 長期前受金戻入管理 .

90

長期前受金収益累計額の年度当初額、当年度増
加額、当年度減少額、年度末累計額と年度末時点
の収益未済高を財源別に把握できる帳票を出力で
きること。また、資産番号単位でも同様の金額を把
握する方法を有すること。

119
固定資産データ抽出で、資産データを抽出していただき、Exceで
加工していただく運用対応は可能でしょうか。

抽出結果を現行の帳票と類似した様式で出力できるExcelファイル
等の提供があれば可能です。

91
長期前受金の期首残高、当期収益化額、未収益
化額、期末残高を表示できること。また、財源別、経
常収益と特別利益の別による表示ができること。

120
企業債収益化シートを出力するので、シート内で確認いただくこと
は可能でしょうか。

企業債収益化シートに出力されるならば可能です。

93
平成7年度以降の各年度の長期前受金の収益化
累計額をまとめたエクセルシート等を出力できるこ
と。

121
固定資産の履歴移行は行わないため、稼働年度以降の出力とな
りますがよろしいでしょうか。

稼働年度以前のデータについてはデフォルトで表示させるようにエ
クセルシートを作成してください。

94
収益化額の算出においては、経常分と特別利益分
を分けて算出できること。

122
企業債収益化シートを出力するので、シート内で確認いただくこと
は可能でしょうか。

企業債収益化シートに出力されるならば可能です。
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97

企業債繰入金の収益化額については、企業債単位
で集計・計算できること。
その際、以下の事項に対応可能なこと。
・措置期間が発生する等により過年度に収益化され
なかった減価償却額がある場合は、後年度に収益
化（特別利益）するため、未収益化額が計算できる
こと。
・特別利益分と経常収益分を分けて計算できるこ
と。
・各企業債の繰入割合の変更に対応可能なこと。
・起債対象事業の全資産の除却時には長期前受金
残額が全額収益化されること。

123
企業最収益化シートを出力するので、シート内で確認いただくこと
は可能でしょうか。

記載の事項に対応した企業債収益化シートが出力されるならば可
能です。

98 リース資産 .

100
リース資産を登録の際に、所有権移転ファイナンス
リース、所有権移転外ファイナンスリースの区分を選
択する機能を有すること。

124

所有権移転ファイナンスリースの場合は、通常の資産と同じ登録
を行います。
予備項目にて所有権移転ファイナンスリースの区分付けを行って
いただく運用となります。
上記運用は可能でしょうか。

可能です。

103 帳票 .

104
予算部門を選択することで予算部門別での固定資
産一覧表を作成できること。

125
固定資産データ抽出で、資産データを抽出していただき、Exceｌで
加工していただく運用対応は可能でしょうか。

抽出結果を現行の帳票と類似した様式で出力できるExcelファイル
等の提供があれば可能です。

105

年度入力を行うことにより指定した年度の固定資産
番ごとの当年度増加額、当年度減少額、年度末残
高、減価償却累計額当年度増加額、減価償却累
計額当年度減少額、累計の一覧表が作成できるこ
と。

126

固定資産データ抽出で、資産データを抽出していただき、Exceで
加工していただく運用対応は可能でしょうか。
固定資産増減データには以下の項目が出力されます。
年度、事業会計、事業会計名称、資産大分類、資産大分類名称、
資産中分類、資産中分類名称、資産番号、年度当初現在高、当
年度増加額、当年度減少額、うち減損損失額、年度末現在高、当
年度増加償却額、当年度減少償却額、償却累計額、年度末償却
未済高、当年度収益増加額、当年度収益減少額、収益累計額、
年度末収益未済高、年度当初現在高（財源別）、当年度増加額
（財源別）、当年度減少額（財源別）、年度末現在高（財源別）、当
年度収益増加額（財源別）、当年度収益減少額（財源別）、収益累
計額（財源別）、年度末収益未済高（財源別）、繰入金当年度収益
額、繰入金収益累計額

抽出結果を現行の帳票と類似した様式で出力できるExcelファイル
等の提供があれば可能です。

106 勘定科目別の固定資産一覧表が作成できること。 127
固定資産データ抽出で、資産データを抽出していただき、Exceｌで
加工していただく運用対応は可能でしょうか。

抽出結果を現行の帳票と類似した様式で出力できるExcelファイル
等の提供があれば可能です。

108
１資産中に複数の財源が登録可能であり、任意の
財源によりデータの検索・抽出・集計ができること。

128
固定資産データ抽出で、資産データを抽出していただき、Exceｌ内
で、財源別に絞り込んでいただくことは可能でしょうか。 可能です。

109

補助金の種類ごとに各年度の収益化の経過をまと
めた補助金等収益化総括表を出力（CSV、帳票共
に）できること。また、補助金全体の収益化の経過を
まとめた総括表を出力（CSV、帳票共に）できること。
■内容■年度、長期前受金残高（期首残高、当年
度増加額、当年度減少額、期末残高）、長期前受
金収益化累計額（期首残高、当年度増加額、当年
度減少額、期末残高）、年度末収益化未済額

129
固定資産データ抽出で、資産データを抽出していただき、Exceｌで
加工していただく運用対応は可能でしょうか。

抽出結果を現行の帳票と類似した様式で出力できるExcelファイル
等の提供があれば可能です。
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111

固定資産総括表として、資産の種類別に以下の情
報を一覧表示できること。
■内容■年度当初現在高、当年度増加額、当年
度減少額、年度末現在高、年度当初償却額、当年
度増加額、当年度減少額、減価償却累計額、年度
末償却未済額

130
固定資産データ抽出で、資産データを抽出していただき、Exceｌで
加工していただく運用対応は可能でしょうか。

抽出結果を現行の帳票と類似した様式で出力できるExcelファイル
等の提供があれば可能です。

113

年度入力を行うことにより指定した年度の固定資産
明細書を作成できること。
■内容■作成年月日、予算部門、資産種類、以下
の情報を一覧表示：管理番号、資産名称、保管場
所、構造規格、取得年月日、納入業者名、耐用年
数、償却方法、償却率、残存価額、税抜取得価
額、償却対象額、冬季減価償却額、償却累計額、
期末帳簿価額、取得価額（税込）、自己資金、その
他、補助金、受贈財産、その他、取得価額（税込）、
備考

131
固定資産データ抽出で、資産データを抽出していただき、Exceｌで
加工していただく運用対応は可能でしょうか。

抽出結果を現行の帳票と類似した様式で出力できるExcelファイル
等の提供があれば可能です。

114
予算部門別を選択することで予算部門別の固定資
産明細書を作成できること。

132
固定資産データ抽出で、資産データを抽出していただき、Exceｌで
加工していただく運用対応は可能でしょうか。

抽出結果を現行の帳票と類似した様式で出力できるExcelファイル
等の提供があれば可能です。

115
資産名称で出力範囲を選択する際はあいまい検索
が可能であること。

133
固定資産データ抽出で、資産データを抽出していただき、Exceｌで
加工していただく運用対応は可能でしょうか。

抽出結果を現行の帳票と類似した様式で出力できるExcelファイル
等の提供があれば可能です。

116 出力レベルを「目」・「節」で選択できること。 134
固定資産データ抽出で、資産データを抽出していただき、Exceｌで
加工していただく運用対応は可能でしょうか。

抽出結果を現行の帳票と類似した様式で出力できるExcelファイル
等の提供があれば可能です。

118
年度入力を行うことにより指定した年度の長期前受
金戻入明細書を作成できること。

135
固定資産データ抽出で、資産データを抽出していただき、Exceｌで
加工していただく運用対応は可能でしょうか。

抽出結果を現行の帳票と類似した様式で出力できるExcelファイル
等の提供があれば可能です。

119
予算部門を選択することで予算部門別の長期前受
金戻入明細書を作成できること。

136
固定資産データ抽出で、資産データを抽出していただき、Exceｌで
加工していただく運用対応は可能でしょうか。

抽出結果を現行の帳票と類似した様式で出力できるExcelファイル
等の提供があれば可能です。

120 出力レベルを「目」・「節」で選択できること。 137
固定資産データ抽出で、資産データを抽出していただき、Exceｌで
加工していただく運用対応は可能でしょうか。

抽出結果を現行の帳票と類似した様式で出力できるExcelファイル
等の提供があれば可能です。

122 以下の条件で固定資産台帳の検索ができること。 138
固定資産照会では、登録済みの資産台帳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。よろしいでしょう
か。

年度の条件も必須です。
このほか、セグメントが分類のことであればよろしいです。

123 ・年度 未対応 .
124 ・予算部門 ・所属（予算部門） .
125 ・取得年度 ・取得年度 .
126 ・登録区分（本登録、仮登録） ・登録区分（本登録、仮登録） .
127 ・資産番号の範囲指定 ・資産番号（範囲指定） .

128
・旧固定資産番号（現行システムから番号の引継が
不可の場合）

・管理項目０８（範囲指定不可） .

129 ・取得日の範囲指定 ・取得日（範囲指定） .
130 ・納入業者 ・納入業者 .
131 ・取得原因 ・取得原因 .
132 ・資産名称 ・資産名称（２つ） .
133 ※資産名称の検索文言を２ワード指定できること ・上記のとおり .
134 ・構造・規格 ・構造・規格（２つ） .
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135 ※構造・規格の検索文言を２ワード指定できること ・上記のとおり .
136 ・形状・寸法 ・計上・寸法（２つ） .
137 ※形状・寸法の検索文言を２ワード指定できること ・上記のとおり .
138 ・資産分類（大分類、中分類、小分類） ・資産種類 .
139 ・所在場所 ・所在場所 .
140 ・取得価格の範囲指定 ・取得価格（範囲指定） .
141 ・数量の範囲指定 ・数量（範囲指定） .
142 ・単位 ・単位 .
143 ・償却方法（定額法、定率法、償却なし） ・償却方法 .
144 ・耐用年数 ・耐用年数（範囲指定） .
145 ・分類 ・セグメント .
146 ・資産種類 ・管理項目０１（名称等を貴局にあわせて設定可能な項目です。） .

147
固定資産台帳の検索結果として以下の項目を一覧
表示すること。

139
登録済の資産台帳を最大999件一覧に表示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。

よろしいです。

148 ・取得年度 ・取得年度 .
149 ・登録区分 ・登録区分 .
150 ・資産番号 ・資産番号 .
151 ・取得日 ・取得日 .
152 ・予算部門 ・所属 .
153 ・納入業者 ・納入業者名称 .
154 ・取得原因 ・取得原因 .
155 ・資産名称 ・資産名称 .
156 ・構造・規格 ・構造・規格 .
157 ・形状・寸法 ・形状・寸法 .
158 ・資産分類（大分類、中分類、小分類） ・資産分類 .
159 ・除却区分（除却済、未除却） ・除却済 .
160 ・資産種類 ・管理項目０１（名称等を貴局にあわせて設定可能な項目です。） .

161
固定資産台帳の検索結果一覧から任意の登録を
選択することで、詳細として以下の項目を表示する
こと。

140
固定資産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、固定資産異動画面に遷移することができます。起案画面で
は以下の項目を想定しています。よろしいでしょうか。

除却済の場合の除却時期も必須です。

162 ・取得年度 ・取得年度 .
163 ・登録区分 ・登録区分 .
164 ・資産番号 ・資産番号 .
165 ・取得日 ・取得日 .
166 ・予算部門 ・所属 .
167 ・納入業者 ・納入業者 .
168 ・取得原因 ・取得原因 .
169 ・資産名称 ・資産名称 .
170 ・構造・規格 ・構造・規格 .
171 ・形状・寸法 ・形状・寸法 .
172 ・資産分類（大分類、中分類、小分類） ・資産分類 .
173 ・除却区分（除却済、未除却） ・一覧上で確認できます .
174 ・除却済の場合の除却時期 未対応 .
175 ・資産種類 ・管理項目０１（名称等を貴局にあわせて設定可能な項目です。） .
176 企業債 .
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