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１．製品構成が充実! ハイコストパフォーマンス、すべてが標準機能!
仕訳帳・資産台帳・経営分析・クミカンコンバート、確定申告書類の作成まで、すべての機能が揃ったパッケージ
です。ふりーすらんど農業簿記ソフト最大の特徴は、台帳機能！通常の台帳と言えば、機械設備・施設台帳・土地
台帳くらいが一般的。しかし、ふりーすらんど農業簿記ソフトは、酪農、畜産農家が必要とする生物台帳まで標準
機能として用意しております。台帳の使いやすさから台帳管理だけに利用されている方も多数おります。

このソフト一本で、野菜・畑作農家から酪農、畜産農家まで、日本の農業経営を幅広くサポートします。

２．柔軟な画面構成! シンプルな入力で、高度な出力

列幅・行高サイズは、お好みに合わせ自由に設定可能

マウスでドラック

マウスでドラック

入力画面は表形式。表計算ソフトのような使いやすい入力画面

●どの用紙サイズでも出力ＯＫ。（標準はA4で設計）
●列幅・行高を変えたり、余白、１ページの出力行数
を調整して見やすい帳票を出力。
●印刷プレビューで印刷前に内容を確認。
●地域に合った帳票様式の選択も可能。

列幅・行高サイズは、お好みに合
わせ自由に設定可能

印刷レイアウトを編集してプリントアウト

マウスでドラック

余白、１ページ
の出力行設定

地域にあった帳票様式を選択

分かりやすい
ガイダンス機能

表示列をカスタマイズできます

■ 毎日の記帳もラクラク
１仕訳毎に入力する仕訳帳や、勘定科目を固定して入力する出納帳のどちらからでもかんたんに仕訳が登録で
きます。また、取引データから仕訳を自動作成する機能や、資産台帳から減価償却費の仕訳を作成する機能な
ど、豊富な機能が揃っています。
■初心者でも安心
ガイダンス機能が搭載されており、分からない項目でも説明が表示されるので、自信のない方でも安心して操作
することができます。
■ 簡単決算で手間いらず
日々の仕訳を自動的に転記・集計を行うので、簡単に決算資料を作成できます。青色申告決算書や確定申告
書などの税制改正にも柔軟に対応しています。

基本グループ基本グループ

簿記機能

オプションオプション

クミカンコンバート

税制改正対応申告書

etc…

台帳機能

基本他機能

基本グループ基本グループ

旧バージョンでは機能が分かれていましたが・・・ 新バージョンでは全ての機能が１つに！！

簿記機能 クミカンコンバート

税制改正対応申告書

etc…

台帳機能

基本他機能

最新ＯＳにも対応！ふりーすらんど農業簿記が新しくなりました！



３．地域性に柔軟! 北海道の酪農をしっかりサポート
償却費、育成費の算出方法、成畜繰入の時期など、特に牛に関する事柄に地域差が多くみられる事項にも
細やかに対応しています。

（標準版）乳牛の減価償却計算

地域様式のサポート

地域のお客様のご要望に対応し、
地域に対応した登録タイプを豊富に用意し
ております。

豊富な条件設定

生物台帳 減価償却計算の様式例

（釧路版）乳牛の減価償却計算

（標準版）育成費計算書

（標準版）売却牛計算書

４．税制改正に対応!
レベルアップ年間保守契約により、税制改正に対応します。

譲渡所得年限

耐用年数

個別に基準値をもっているので、特定の
データのみ変更・適用することも可能です。

残存割合、残存価格、償却方法、耐用年数、償却率、償却限度額、月償
却額、償却月数など、ほとんどの項目値を変更することができます。

レベルアップＣＤ、新税率が適用されます。



５．簿記（野菜・畑作・酪農・畜産）
仕訳は、仕訳帳、出納帳どちらからも入力できます。 【簿記の】主な機能

●勘定科目の作り方に制限なし
（入力しやすさ、確認のしやすさを優先で作れる。申告には、申告区分を設
定して再集計を行う。）
●消費税の自動計算、月次決算も可能。決算整理は、１３月・１４月という仮
決算・本決算の月を用意。決算仕訳をわかりやすく管理できます。（もちろん
仮決算だけでも使用可能です。）
●台帳1,台帳2との仕訳連動あり。（ダブリ転送はありません。）
●仕訳帳は日付順、作成順（仕訳№順）のソート機能があります。

仕訳帳

出納帳

借方、貸方の誤入力をチェック 指定科目を相手科目に自動設定

総勘定元帳

元仕訳を表示
（訂正可能）

●元仕訳を表示させて訂正することができます。
●家計費按分は、摘要で抽出した結果を按分仕訳します。

摘要抽出の結果で
家計費按分仕訳を作成

決算処理（精算表・残高試算表・損益計算書・貸借対照表・損益/貸借５期比較）

▼定型の取引パターンは事例辞書に登録して活用

事例辞書から選択 事例辞書に追加

仕訳入力と同時に摘要登録可能
次回からは選択で摘要入力を簡易化



６．台帳１（野菜・畑作・酪農・畜産）
●減価償却費計上、棚卸の仕訳作成機能あり。
●備忘録価格１円まで償却可能。一括償却や繰越資産が可能。
●耐用年数がかわってもラクラク対応。

機械・施設台帳

棚卸資産台帳

[入力項目]
資産名称、取得年月日、取得価額、耐用年数、
処分の種類、処分年月日、売却・下取価格、追金
[計算項目]
期首価額、当年償却費、期末価額、償却月数、
経費算入額、処分償却残、処分損益、短期・長
期譲渡所得
※95％償却、一括・均等償却対応
[出力帳票]
減価償却費計算書、譲渡所得計算書

７．台帳２（酪農・畜産）

管理牛台帳 ●減価償却費、育成費計上の仕訳作成機能あり。
●備忘録価格１円まで償却可能。一括償却や繰越資産が可能。
●耐用年数が変わってもラクラク対応。

[購入品・未収穫農産物台帳]
期首・期末棚卸高（数量・単価・金額）
[未販売農産物台帳]
本年生産量、期首、期末棚卸高（数量・単価・金額）、
販売高、事業消費、自家消費

■購入品台帳・未収穫農産物台帳 ■未販売農産物台帳

青色申告様式に準拠

台帳の数や構成はユーザが自由に設定できる

取得年月日、取得価額、耐用年数を入力
→減価償却費、期末価額、期首価額等を計算表示

●成畜振替を自動処理
当年成牛する育成牛を、台帳条件に従って自動振替します。
任意で成畜に振替えたり、振替をキャンセルすることもOK。

振替予定の牛だけを表示

■出力帳票
多数の様式を揃えています。
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基本項目 処 分 成畜振替

名
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高

■画面概略／育成家畜台帳

●本年生産した仔牛は専用画面で処理
双子、年２産のケースもOK。
期末に在籍する仔牛は、翌年度、育成家畜台帳に繰入れます。（繰越処理で自動繰入）

双子

本年生産仔牛入力欄親牛名号

基本項目 処 分 譲渡所得
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■画面概略／大家畜台帳
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■画面概略／当年生産仔牛

成畜振替年月日→成牛の取得年月日 成畜振替高→成牛の取得価額
振替と同時に償却費、期末価額、
償却月数を計算



８．クミカンコンバート ハイコストパフォーマンス、すべてが標準機能!
テキストファイルになっているＪＡ取引データを読み込み、仕訳へ自動変換する入力支援システム。

※ＪＡ取引データがテキストになっていれば北海道以外にお住いの方も利用できます。

テキストファイルの形式を指定
ファイルタイプを多数用意
→地域名を選択すればＯＫ

●対応付けた勘定科目で仕訳を作成する。
●特定の文字を持つ取引データを別の勘定科目に対応づけたり部門や消費税区分なども
指定できる。

●読込データを画面上に表示→対応科目などの訂正が可能
●本体取引と消費税取引を一本の取引にする合算機能有あり
●ボタンを押すと仕訳帳に転送（ダブリ転送なし）

取引データを読み込む

取引データの営農コードを勘定科目に対応づけ

営農コード 科目コード

クミカンデータの形式指定

９．経営分析 経営状態が一目瞭然!
経営分析する機能です。グラフ表示で経営状態が一目瞭然。
部門別の損益管理まで５期比較が行えます。農業に必要な面積10aあたりの損益も行えます。

●決算処理と部門別集計の２機能から出力できます。
●決算処理で面倒な画面設定は一切不要。損益／貸借の５期比較画
面から「分析グラフ出力」を押すだけです。
「エクセルファイルで出力されますので、出力後自由に加工することが
できます。 」
●部門別集計では、実績入力機能からの設定と仕訳の部門振り分け
が必要ですが、作物ごとに総金額か、もしくは10a当たり、単位当たりで
のグラフ出力ができます。「エクセルで出力されますので、自由に加工
できます。」
●いずれかのグラフもエクセルで出力されますので、自由に加工して
資料としてパソコンへ保存できます。



１０．確定申告書類作成機能 確定申告機能まで楽に行える!
確定申告に必要な書類を作成する支援機能です。
ふりーすらんど農業簿記に記録されている農場情報や決算書情報から確定申告の様式へ自動転記します。
作成した確定申告書類はエクセルデータとなっておりますので、ファイルとして保存することが可能です。

貸借対照表 損益計算書

減価償却 収入金額の内訳

確定申告書Ａ（第一表・第二表） 肉用牛の売却による農業所得の課税の特例計算書

確定申告書Ｂ（第一表・第二表）

確定申告書類出力物
●青色申告決算書

貸借対照表・損益計算書・減価償却表・収支金額の内訳書
●青色申告収支内訳書

雇用費の内訳、収入金額の明細
●消費税申告書

一般用付表２・簡易課税用付表５
●消費税の還付申告に関する明細書

個人事業者用・法人用
●確定申告書Ａ

第一表、第二表
●確定申告書Ｂ

第一表、第二表、事業専従者に関する事項
●その他

肉免計算書（札幌国税局様式）
※肉用牛の売却による農業所得の課税の特例計算書
肉免計算書（国税庁様式）
※肉用牛の売却による税額計算書



株式会社システムサプライ
TEL 0157-24-2763 FAX 0157-24-2873〒090-0001 北海道北見市小泉386番地3

URL http://www.system-supply.net/

販売元／お問い合わせ先

●商品の仕様は改良のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
●Microsoft、Windows、Excelは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
●その他の会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

対応OS Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7
※Microsoft Windows Vista以前のOSでは動作しませんのでご注意ください。

本体 インテル Core2 Duo(2GHz)以上 (インテル Core i3以上を推奨)または同等の互換プロセッサ

メモリ 1GB以上 (推奨:2GB以上)

ハードディスク 2GB以上の空き容量必要

ディスクドライブ CD-ROMドライブまたはDVD-ROMドライブが必要

ディスプレイ 横1280×縦800以上を推奨

必要なソフトウェア Microsoft .NET Framework 4.5.1以降
Microsoft Excel 2010以降

新規購入

ふりーすらんど農業簿記6 ¥49,500

ふりーすらんど農業簿記5からのバージョンアップ

バージョンアップ(保守未加入) ¥35,200

バージョンアップ(保守加入中) ¥27,500

製品価格表（税込）

●新規購入及びバージョンアップ（保守未加入）の購入には１年間の保守サポートが含まれております。

動作環境

簿記機能 仕訳帳、出納帳、総勘定元帳、決算処理、部門別集計、消費税集計、税区分チェック

台帳機能 償却資産台帳(機械・施設)、償却資産台帳(生物)、棚卸資産台帳、土地台帳

基本機能 会計期間、サンプルコピー、消費税基本設定、勘定科目登録、期首残高登録、繰越処理
クミカンファイルレイアウト設定、クミカン対応表作成、クミカンコンバート

その他機能 部門設定、青色申告区分設定(損益計算書・貸借対照表)、摘要科目登録、事例辞書登録、
青色申告決算書、収支内訳書、税区分別集計表、摘要科目別集計、償却資産台帳仕訳作成、
データ退避・復元(通常・全農家分・ファイルのみ)、年度データ削除
税制改正対応申告書（Excel形式）
ふりーすらんど５農業簿記データ移行処理

主な機能

E-mail fl-support@system-supply.net

レベルアップ年間保守料

ふりーすらんど農業簿記6 ¥5,500


