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111...111   紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹介介介介介介介介介介介介   
「ゆう子の家計簿３２」は従来の家計簿ソフトとちょっと違った観点で作成しています。 
 
 従来の家計簿ソフトは、買い物を記録することに重点が置かれていました。でも【貯蓄する】目的には買い物
記録だけでは十分ではありません。「ゆう子の家計簿３２」は、口座を含め、家計全体の記録ができるようになっ
ていて、貯蓄の推移や見通しが分かるようになっています。 
 また、個人事業主、団体、会社での補助簿としてもお使いいただけます。 
 
・現金、預金等の総額が表示できますから、【貯蓄する】のに最適です。 
 
・毎月の項目別の予算設定ができます。入力画面に項目別の収入支出合計と、予算の消化率を表示します。毎月
の支出を予算内に収めれば貯蓄が増えます。 
 
・銀行等の口座は３０まで設定でき、クレジットカード口座、金券での支払い記録、口座間振替もできます。ク
レジットカードでは決済データを自動作成します。 
 
・ローンや自動振替で、口座残高不足で『督促状』が来るのを防ぐ機能があります。振替日の数日前に自動的に
口座残高をチェックし残高不足メッセージを表示します。 
 
・自動振替が２０、ローンが２０まで設定できます。もちろん期日になると自動的に残高に反映します。自動振
替では金額固定でも変動するものでもかまいません。 
 
・金銭の贈答、物品の贈答の入力、相手別の贈答記録が出力できます。 
 
・レシートを見ながら一品ごとで入力するレシート入力機能があり、商品名、購入店も記録でき安値検索ができ
ます。項目ごとでまとめて入力するための小計入力機能もあります。給与明細など決まった項目で入力するため
のパターン入力機能もあります。 
 
・月の開始日（締め日）が設定でき、銀行休日も考慮。年度での集計もできます。 
・収入項目８、支出項目２４、口座数３０、各項目ごとに内訳３０、備考２０まで設定でき、十分な余裕があり
ます。 
・帳票は１４種類用意しています。全帳票は表示、プリンタ、TXT、CSVファイル、表計算ソフト、ＷＰ、クリ
ップボードへ出力できます。グラフ表示は５種類あります。 
・複数の家計簿データを持つことができ、それぞれにパスワードも設定できます。 
・キーボードでの入力も簡単になるよう配慮してあります。 
・記念日や予定のメモも記録できます。該当日前に自動的にメモを表示します。 
 
・家計簿の記録方法もヘルプに詳しく記述してあります。 
 



 2 

111...222   ははははははははははははじじじじじじじじじじじじめめめめめめめめめめめめてててててててててててて家家家家家家家家家家家家計計計計計計計計計計計計簿簿簿簿簿簿簿簿簿簿簿簿をををををををををををを記記記記記記記記記記記記録録録録録録録録録録録録すすすすすすすすすすすするるるるるるるるるるるる方方方方方方方方方方方方   
 はじめての方には、家計簿ソフトを使って、どのように記録したらよいか分からない方もいらっしゃると思い
ます。 
 
(1) (1) (1) (1) 目的をはっきりしましょう目的をはっきりしましょう目的をはっきりしましょう目的をはっきりしましょう    

 最初に不躾な質問を。 
 
「今お持ちの銀行口座・郵便貯金等の種類と、残高、その合計はすぐに答えられますか」 
 
 家計簿を付ける目的にはいろいろあります。買い物を記録するだけであれば、簡単な出納簿ソフトがあれば十
分で、「ゆう子の家計簿３２」は多機能すぎます。 
 
 一番の目的は、「節約したい」ではないでしょうか。 
 節約したお金は定期預金や株式など他の形に変えて保存されたりしますから、現金、普通預金、定期預金など
の合計が増えていきます。一方、クレジットカードを使えば、現金は減りませんが、口座残高が減少しますし、
自動振替（引き落とし）やローン返済によっても口座残高が減少します。 
 
 ですから、買い物や収入を記録するだけでなく普通預金や定期預金、株式、クレジットカード（これは借金で
す）などの残高も記録しておかないと、全体として増えたのかがわかりません。常に現金や預金がどれくらいあ
るかを知り、全体としてどれくらい増えたかを意識するのが、貯蓄を増やすこつです。 
 
 このような目的には「ゆう子の家計簿３２」がピッタリです。複数年にわたって資産の増減が分かるようなグ
ラフもありますから、ライフプランの作成にも役立ちます。 
 
(2) (2) (2) (2) 項目を決めます項目を決めます項目を決めます項目を決めます    

 支出や収入の費目（このソフトでは項目と言います）を決めなくてはいけません。費目とは「食費」「被服費」
「水道光熱費」など、支出、収入を分類するためのものです。これを決めるのは結構難しいです。家計簿は何年
にも渡って記録しますから、一度設定しますと、むやみに項目を変更できないからです。途中で大幅に変更しま
すと過去のデータが使えなくなってしまいます。設定は項目･内訳･備考設定でおこないます。 
 

(a) 家計簿帳を参考にする 
 家計簿帳が雑誌のおまけで付いていたり、本屋さんで売っていたりしますが、これを購入して参考にするとい
うのが、分かりやすい方法です。ただし、費目は一般的な分類になっていますので、詳しく分類したい費目があ
れば追加します。例えば音楽会へ行くのが趣味の人は、「教養娯楽費」から音楽会関連を分ける等です。 
 

(b) サンプル設定値を参考にする 
 十分な分類はされていませんが、この家計簿ソフトにはサンプル設定値（最初に起動したときの設定値）が用
意してあります。これを参考に決めるのも方法です。 
 

(c) しばらく使ってみる 
 このソフトは試用期間が６０日ありますので、(a)または(b)でとりあえず決めた費目で１ヶ月ほど使用してみま
す。このソフトが自分に合っているかどうかが分かりますし、費目の過不足も分かります。その後、正式な費目
を決めると良いでしょう。 
 
(3) (3) (3) (3) 内訳を設定します内訳を設定します内訳を設定します内訳を設定します    

 内訳は、費目をさらに詳しく分類するためのものです。例えば「食費」を「主食」「食材」「総菜」・・に分ける
などです。「家計簿帳を付けていた方へ」を参考にしてください。 
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(4) (4) (4) (4) 口座を設定します口座を設定します口座を設定します口座を設定します    

 家計簿のデータを入力開始する時点の口座名と現金残高、預金残高を口座・初期残高設定で設定します。ここ
で設定した残高に、毎日入力する金額を加減算していきますので、必ず設定しなくてはなりません。普段使う口
座や、振替や給与振り込みで使う口座だけでなく、定期預金や株式なども設定します。 
 
 銀行口座に現在どれくらい残高があるか知らないという方も、いらっしゃるようです。この際ですから、口座
の棚卸しをしましょう。 
 プリペイドカード等の金券や贈答を記録する機能もありますが、このソフトに慣れてから設定しても遅くはあ
りません。 
 
(5) (5) (5) (5) 振替（引き落とし）やローンを設定します振替（引き落とし）やローンを設定します振替（引き落とし）やローンを設定します振替（引き落とし）やローンを設定します    

 電気代、電話代、水道代など口座から自動的に振り替えられるものは振替設定で設定しておけば、自動的にデ
ータが作成されますから便利です。ローンも同じです。 
振替設定、ローン設定で設定します。それぞれのヘルプをご覧ください。 
 
(6) (6) (6) (6) 入力入力入力入力    

 設定が一通り終わったら入力します。これからは毎日の作業になります。メインの入力画面で、マウスを使っ
て日付、項目、内訳、金額、備考、現金･口座を選択して入力します。現金･口座を選択するとデータが登録され
ます。キーボードからの入力もできます。 
 例えば食費を入力する場合は 
 
 日付  項目    内訳   金額  備考   口座  

12  05 食費   01 主食  4800  お米  (空白は現金） 
 
となります。 
 
(7) (7) (7) (7) その他その他その他その他    

 予算はぜひ設定しましょう。収入、支出予算を先に決めて、予算内に収めるようにすれば、自然と節約できま
す。 
 パターン入力や小計入力などの設定もありますが、このソフトに慣れてから設定しても遅くはありません。そ
れぞれのヘルプをご覧ください。 
 
 現金での買い物を記録するだけですと比較的簡単ですが、クレジットカードで買い物をしたり、サラリーロー
ンでお金を借りたりすると記録法方が難しくなります。「使い方のヒント」に記述してありますので参考にしてく
ださい。 
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111...333   家家家家家家家家家家家家計計計計計計計計計計計計簿簿簿簿簿簿簿簿簿簿簿簿帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳へへへへへへへへへへへへ記記記記記記記記記記記記入入入入入入入入入入入入ししししししししししししてててててててててててていいいいいいいいいいいいたたたたたたたたたたたた方方方方方方方方方方方方   
 
(1) (1) (1) (1) 今までの記録の方法今までの記録の方法今までの記録の方法今までの記録の方法    

 家計簿帳では，毎日の合計を費目ごとに計算してきたと思います。 
 

日付  ２０日  ２１日 ・・・・・   
費 目 
食 費      870     680 ・・・・・ 
水道光熱費      0    3200  ・・・・・ 
交通通信費    1200     300 ・・・・・ 
医療費      ・ 
交際費      ・ 
合 計     3825   5310 
 
 たとえばレシート等から食費の合計を電卓で計算して記入するといった使い方です。 
 
(2) (2) (2) (2) 「ゆう子の家計簿３２」での記録の方法「ゆう子の家計簿３２」での記録の方法「ゆう子の家計簿３２」での記録の方法「ゆう子の家計簿３２」での記録の方法    

 この家計簿ソフトでは，電卓で計算する代わりに、購入や支出を一つ一つ入力していきます。（費目ごとで小計
を計算して入力することもできます） 
 
 例  スーパーの買い物を入力する 
 
レシート            項目    内訳     金額      備考 
ｼｮｸﾊﾟﾝ   168  → 食費  －－  168円  パン 
ｷﾞｭｳﾆｭｳ  188  → 食費  －－  188円  牛乳 
ﾎｳﾚﾝｿｳ    158  → 食費  －－  158円  ほうれん草 
ｳｲﾝﾅｰｿｾｰｼ  ゙ 388  → 食費  －－  388円  ｳｲﾝﾅｰｿｾｰｼﾞ 
ｾﾝﾀｸｾﾝｻﾞｲ 528  → 日用品 －－  528円  洗濯用洗剤 
 
 項目は、家計簿帳では印刷されていて変更できませんが、家計簿ソフトでは「項目･内訳･備考設定」で変更で
きます。 
 どのような項目を設定するかは難しい問題です。というのも、家計簿は何年にも渡って記録しますから、一度
設定しますと、むやみに項目を変更できないからです。途中で大幅に変更しますと過去のデータが使えなくなっ
てしまいます。 
 そこで、従来使用していた家計簿帳の費目を基に、足りないところ、詳しく記録したいところを項目を分ける、
といった方法がよいと思います。例えば、趣味にかかる費用の項目を分ける、といった具合です。 
 
 備考は記入しなくてもかまいませんが、記入した方が後で分かりやすくなります。ただ手間がかかります。 
 
(3) (3) (3) (3) 内訳の利用内訳の利用内訳の利用内訳の利用    

 項目をさらに詳しく分けて記録するために内訳を使用します。これも主要なところは最初から決めておいたほ
うが良いのですが、必要に応じて後から追加ができますので、それほど神経質になることはありません。 
 
 例  食費を [主食]、[食材]、[総菜]等に分けて記録する 
 項目    内訳 
05 食費 → 01  主食 
02 食材 
03 総菜 



 5 

 ： 
 レシート              項目   内訳   金額  備考 
ｼｮｸﾊﾟﾝ    168 → 05 食費  01 主食  168円  パン 
ｷﾞｭｳﾆｭｳ   188 → 05 食費  02 食材  188円  牛乳 
ﾎｳﾚﾝｿｳ     158 → 05 食費  02 食材  158円  ほうれん草 
ﾔｻｲｺﾛｯｹ    388 → 05 食費  03 総菜  388円  野菜コロッケ 
 
 このように、内訳を利用して内容を細かく記録しますと、後々分析するのに役立ちます。 
 
(4) (4) (4) (4) 口座を有効に口座を有効に口座を有効に口座を有効に    

 買い物は現金だけとは限りません。クレジットカードでの購入や、電気料、水道代のように銀行口座からの振
替が行われるものもあります。家計簿帳では現金での支払いがベースになっていますが、今の時代は口座からの
支払いもかなりの割合を占めますから、振替（引き落とし）の口座やクレジットカード口座を設定しておきます。
定期預金等も全体の資産を知るという意味で設定しておきましょう。 
 
 口座名と現金残高、預金残高を口座・初期残高設定で設定します。 
 
 電気代、電話代、水道代など口座から自動的に振り返られるものは振替設定で設定しておけば、自動的にデー
タが作成されますから便利です。ローンも同じです。 
振替設定、ローン設定で設定します。それぞれのヘルプをご覧ください。 
 
(5) (5) (5) (5) その他その他その他その他    

 基本の記録の仕方は上記の通りですが、入力が容易になるようにいくつかの機能があります。 
 
・備考登録 備考をいちいち入れるのは面倒ですから、よく使うものはあらかじめ登録しておくと便利で
す。  
・レシート入力 レシートから入力しやすいようにした専用入力画面です。 
・小計入力 レシートから（家計簿帳のように）項目ごとに小計を計算して入力する専用画面です。 
・パターン入力 給与明細のように項目も金額もだいたい決まっているものの入力専用画面です。 
・一時･呼出 ご主人のタバコ代とか、奥さんのコーヒー代とか頻繁に入力するデータを登録しておき、呼
び出して入力の手間を省く機能です。 
 
 メイン画面の「日別計ボタン」をクリックすると、従来の家計簿帳と同じ様な帳票も出力できます。 
 また、予算はぜひ設定しましょう。収入、支出予算を先に決めて、予算内に収めるようにすれば、自然と節約
できます。 
 
 他にもいろいろな機能があります。ヘルプを参照の上、有効にご利用ください。 
 現金での買い物を記録するだけですと比較的簡単ですが、クレジットカードで買い物をしたり、サラリーロー
ンでお金を借りたりすると記録法方が難しくなります。「使い方のヒント」に記述してありますので参考にしてく
ださい。 
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111...444   他他他他他他他他他他他他のののののののののののの家家家家家家家家家家家家計計計計計計計計計計計計簿簿簿簿簿簿簿簿簿簿簿簿ソソソソソソソソソソソソフフフフフフフフフフフフトトトトトトトトトトトトををををををををををををおおおおおおおおおおおお使使使使使使使使使使使使いいいいいいいいいいいいのののののののののののの方方方方方方方方方方方方   
 
 今まで他の家計簿ソフトをお使いの方は、次の点に留意してください。 
 
(1) (1) (1) (1) 入力方法入力方法入力方法入力方法    

 この家計簿では１つの画面で１ヶ月のデータを表示する方法と、１日のデータを表示する方法と二通りの入力
を選択できます。また、明日以降のデータも"#"の識別子を付けて表示します。 
今までの入力方式に慣れた方には、最初戸惑うかも知れませんが、表示方式の違いだけですので、しばらくすれ
ばきっと慣れると思います。 
 
(2) (2) (2) (2) 入力の支援機能入力の支援機能入力の支援機能入力の支援機能    

 目的によって、パターン入力や小計入力、レシート入力、一時保管／呼び出し機能を用意しています。これを
有効に使いますと入力の手間を少なくすることができますので、ヘルプをご覧の上ご利用ください。またメニュ
ーカスタマイズで不要な入力方式をメニューから消去することもできます。 
 
(3) (3) (3) (3) ツールバーの表示ツールバーの表示ツールバーの表示ツールバーの表示    

 ツールバーのアイコン表示というのは、（私もそうでしたが）初心者にはさっぱり分かりません。この家計簿で
は分かりやすい文字を使用しています。しかし、しばらくして慣れてくると、ちょっと違和感がでてくるのも確
かです。そこで、ツールバーを文字とアイコンとで切り替えられるようにしました。メニューカスタマイズで設
定してください。 
 
(4) (4) (4) (4) 帳票の種類帳票の種類帳票の種類帳票の種類    

 帳票が１４種類とかなり多くなっています。いろいろ分析したい方にはきっと役立つと思います。また全部を
使用することはないと思いますので、必要な帳票をメニューカスタマイズで選択してください。また、表計算ソ
フトやワープロソフトにデータを出力する機能もありますので、いろいろ加工したい方には便利と思います。 
 
(5) (5) (5) (5) 予算の作成予算の作成予算の作成予算の作成    

 予算は是非、設定してください。実績値は今まで家計簿を記録する中でデータがあると思いますので、これを
予算値として入力します。 
 
(6) (6) (6) (6) データ変換データ変換データ変換データ変換    

 他の家計簿ソフトをお使いの方で、過去のデータをこの「ゆう子の家計簿３２」にデータ変換したい場合もあ
るかと思います。テキスト形式でデータを出力できる家計簿ソフトのときは、表計算ソフト(EXCEL)やテキスト
エディタ等を使い、データ変換できる場合があります。 
 データフォーマット等詳細はメール(gha12037@nifty.ne.jp)にてお問い合わせください。 
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111...555   個個個個個個個個個個個個人人人人人人人人人人人人事事事事事事事事事事事事業業業業業業業業業業業業主主主主主主主主主主主主、、、、、、、、、、、、会会会会会会会会会会会会社社社社社社社社社社社社ででででででででででででのののののののののののの利利利利利利利利利利利利用用用用用用用用用用用用   
 
 個人事業主の方で、青色申告のための帳簿を付けたいと思っている方にも「ゆう子の家計簿３２」は最適です。
また、各種団体や比較的小さい会社では財務の代わりの補助簿として利用することもできます。 
 
 「ヒント：補助簿としての利用」を参照ください。 
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２２２２２２２２２２２２．．．．．．．．．．．．特特特特特特特特特特特特徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴的的的的的的的的的的的的なななななななななななな機機機機機機機機機機機機能能能能能能能能能能能能   
 

222...111   自自自自自自自自自自自自動動動動動動動動動動動動口口口口口口口口口口口口座座座座座座座座座座座座残残残残残残残残残残残残高高高高高高高高高高高高チチチチチチチチチチチチェェェェェェェェェェェェッッッッッッッッッッッックククククククククククク   
 
 自動振替やローンの振り替えで、口座の残高が不足になって、督促状がきたことはありませんか。１回ぐらい
督促状がきても、別にどうってことはないのですが、気分的にいやなものです。 
 
 自動口座残高チェックでは、家計簿を起動したとき銀行口座の残高を数日先までチェックします。このとき口
座残高が設定されている下限額を下回ると「残高不足」のメッセージを表示します。 
 
例： ３月１９日に起動した例 

 
 
 
 このメッセージは、１日の最初の起動時にのみ表示します。またメニューからも起動できます。 
 なお、自動口座残高チェックの対象口座は口座種別で「銀行･郵貯」とした口座です。 
 
(1) (1) (1) (1) 設定設定設定設定    

・メインメニュー「設定」→「起動条件・締め日・メイン画面の設定」で自動口座残高チェックを有効にします。 
・何日前からチェックするか、「１日～１０日前」で選択します。 
・下限額設定ボタンで、口座の下限額を設定します。自動融資が行われる銀行口座では、下限額をマイナスに設
定することで、対応ができます。 
 
(2) (2) (2) (2) メニューからメニューからメニューからメニューからの起動の起動の起動の起動    

メインメニュー「編集」→「口座残高不足のチェック」で、口座残高のチェックを行います。 
チェック条件は(1)で設定した内容に従います。 
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222...222   自自自自自自自自自自自自動動動動動動動動動動動動振振振振振振振振振振振振替替替替替替替替替替替替   
 
 自動振替は、毎月または隔月に指定した日に指定の口座から振り替えるものです。最大２０まで設定できます。 
ＮＨＫ受信料のように金額固定のものや、ＮＴＴの電話のように金額変動のものがありますが、両方とも設定で
きます。また振替を行う月を、毎月、偶数月、奇数月と指定できます。 
 
メインメニュー「設定」→「振替設定」で設定します。 
 
(1) (1) (1) (1) 金額固定の金額固定の金額固定の金額固定のものものものもの    

・一度設定すれば、後は自動的に家計データを発生させ、期日に口座の残高に反映します。 
 
(2) (2) (2) (2) 金額が変動するもの金額が変動するもの金額が変動するもの金額が変動するもの    

・自動振替の設定では、平均的な金額で設定しておきます。 
・毎月の金額は、振替の通知を受け取ったとき、メインの入力画面で今月または翌月に移って、生成済みのデー
タを訂正します。 
 
 金額が変動するものを、毎回、振替設定で訂正してメインのデータに反映させることもできますが、手間も処
理時間もかかります。 
 
 
＜留意点＞ 
・残高への反映は、１日の中で最初に家計簿ソフトを起動したときに行っています。 
・振替日が銀行休日の時は翌日に反映します。 
振替データを訂正したり、新たに設定したときは、明日以降から反映します。 
 
 
 
 

222...333   ロロロロロロロロロロロローーーーーーーーーーーーンンンンンンンンンンンン自自自自自自自自自自自自動動動動動動動動動動動動振振振振振振振振振振振振替替替替替替替替替替替替   
 
 長期にわたって支払いを行う住宅ローン等を設定するために用意しました。自動振替設定の代わりに使用する
こともできます。また預金等で、ボーナス月を増額する様な積立預金では、ここで設定できます。 
 
 自動振替との違いは、月別の振替金額、期限を設定できる点と、周期が設定できない点です。他の機能は同じ
です。最大２０まで設定できます。 
 
 ローン以外にも、年１回のクレジットカードの手数料や、年４回の固定資産税等も設定すると便利です。 
 
・メインメニュー「設定」→「ローン設定」で設定します。 
 
＜留意点＞ 
・残高への反映は、１日の中で最初に家計簿ソフトを起動したときに行っています。 
・振替日が銀行休日の時は翌日に反映します。 
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222...444   入入入入入入入入入入入入力力力力力力力力力力力力方方方方方方方方方方方方法法法法法法法法法法法法   
 
 家計データを毎日、入力する必要がありますが、この家計簿では次の４通りの入力方法を用意しています。 
 
(1) (1) (1) (1) メイン画面の入力メイン画面の入力メイン画面の入力メイン画面の入力    

「ゆう子の家計簿３２」を起動すると表示される入力画面です。この画面では、データの表示を歴月１ヶ月分と
するか、１日分とするかを選択できます。ツールバーの「月入力／日入力」（アイコンでは三日月／朝日）で切り
替えてください。 
 
(2) (2) (2) (2) パターン入力パターン入力パターン入力パターン入力    

 給与明細のように、項目があらかじめ決まっているものを入力するための機能です。 
 
 
(3) (3) (3) (3) 小計入力小計入力小計入力小計入力    

 買い物のレシートから、項目ごとにまとめて入力するための機能です。 
 
(4) (4) (4) (4) レシート入力レシート入力レシート入力レシート入力    

 買い物のレシートから１品ごとに入力するための入力機能です。 
 

         
メイン入力画面               パタン入力画面 

 

            
小計入力画面                レシート入力画面 
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222...555   便便便便便便便便便便便便利利利利利利利利利利利利なななななななななななな入入入入入入入入入入入入力力力力力力力力力力力力方方方方方方方方方方方方法法法法法法法法法法法法１１１１１１１１１１１１                        パパパパパパパパパパパパタタタタタタタタタタタターーーーーーーーーーーーンンンンンンンンンンンン入入入入入入入入入入入入力力力力力力力力力力力力      
 
 給与明細などはどのように入力していますか。 
 
 明細をメインの入力画面で入力していては、項目が多いので結構面倒です。そこで、パターン入力です。給与
明細などは項目が決まっていますから、事前に項目を登録しておけば金額の入力だけで、明細が入力できます。 
 給与明細以外でも、いろいろ応用が利きます。 
 
(1) (1) (1) (1) 準備準備準備準備    

・パターン入力の設定で入力項目を設定します。金額が決まっている項目は金額も入力しておきます。 
・一つのパターンには２０項目まで登録でき、５パターンまで持てます。 
・例には、給与明細入力の例を入れてあります。変更してお使いください。 
 
(2) (2) (2) (2) 入力時入力時入力時入力時    

 メニュー「入力編集」またはツールバーの「パターン入力」を起動し、目的のパターンを選択します。 
 
・日付は前後３週間の中で選択できます。 
・金額、備考を入力します。 
・パターン入力を終了すると、メインの入力画面に反映されます。金額が０の項目は反映されません。 
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222...666   便便便便便便便便便便便便利利利利利利利利利利利利なななななななななななな入入入入入入入入入入入入力力力力力力力力力力力力方方方方方方方方方方方方法法法法法法法法法法法法 222                        小小小小小小小小小小小小計計計計計計計計計計計計入入入入入入入入入入入入力力力力力力力力力力力力   
 
 スーパーで受け取ったレシートからどのように入力していますか。 
 
一品々を「大根 １本 100円」、「牛肉 200g 500円」と記録する方もいますが、細かいことは気にしないで
「食料品 600円」とまとめて入れる方もいると思います。そういった、まとめて入れる方のための機能です。
今まで、このような入力をするときは電卓で計算して合計を入力していました。 
 
 スーパーで買い物をする場合、品物の種類はだいたい決まっています。 
食品、日用品が中心です。この項目を事前に登録しておきます。入力時は、金額欄のみ入力します。しかも、同
じ項目の入力は同じ金額欄に入力します。するとその項目が自動的に積算されて、電卓で計算したのと同じ効果
が得られます。 
 
(1) (1) (1) (1) 準備準備準備準備    

・メインメニュー「設定」→小計入力の設定で入力項目を設定します。 
・一つの小計入力には２０項目まで登録でき、５種類まで持てます。 
・家計簿データ「data」の例には、スーパーの買い物の例を入れてあります。変更してお使いください。 
 
(2) (2) (2) (2) 入力時入力時入力時入力時    

・ツールバーの「小計入力」を起動し、目的のタブを選択します。 
・項目－内訳ごとで金額を入力します。すると、電卓で計算するように合計が表示されます。 
・登録すると、１項目－内訳で１行のデータとして登録します。 
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222...777   便便便便便便便便便便便便利利利利利利利利利利利利なななななななななななな入入入入入入入入入入入入力力力力力力力力力力力力方方方方方方方方方方方方法法法法法法法法法法法法 333                        レレレレレレレレレレレレシシシシシシシシシシシシーーーーーーーーーーーートトトトトトトトトトトト入入入入入入入入入入入入力力力力力力力力力力力力   
 スーパーで受け取ったレシートから「大根 １本 100円」、「牛肉 200g 500円」と一品々を記録する方の
ための機能です。消費税も分けて記録します。 
 レシート入力で入力すると、あとで商品の安値を検索することができます。 
 
 メインメニュー「入力・編集」またはツールバーから「レシート入力」を起動します。 
 
(1) (1) (1) (1) 準備準備準備準備    

・商品名の登録 
・購入店の登録 
 が必要です。 
 
(2) (2) (2) (2) 入力時入力時入力時入力時    

・項目、内訳を固定します。 
・商品名を、商品名リストから選択 
・単価、数量を入力 
 
 これで、レシートの豪渓とあわせて計算ができます。購入品の詳細も登録でき、あとから購入の単価などが分
かります。 
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222...888   贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈答答答答答答答答答答答答（（（（（（（（（（（（品品品品品品品品品品品品物物物物物物物物物物物物））））））））））））のののののののののののの入入入入入入入入入入入入力力力力力力力力力力力力   
 
 この「ゆう子の家計簿３２」では、贈答の記録が入力でき、相手ごとに贈答記録の一覧表を出力できます。 
贈答記録には、金額（お金でいただいたもの）、概算の金額（品物でいただいたもの）の両方を出力できます。 
 

2.8.1 贈答の種類贈答の種類贈答の種類贈答の種類 

 贈答には次の四種類があり、二つの入力方法で入力します。 
 
(1) (1) (1) (1) 祝い金のように現金で贈ったとき、または受け取ったとき祝い金のように現金で贈ったとき、または受け取ったとき祝い金のように現金で贈ったとき、または受け取ったとき祝い金のように現金で贈ったとき、または受け取ったとき    

 メインの入力画面で贈答の支出、贈答の収入で記録します。 
 
(2) (2) (2) (2) お中元やお歳暮のように品物を購入して贈ったときお中元やお歳暮のように品物を購入して贈ったときお中元やお歳暮のように品物を購入して贈ったときお中元やお歳暮のように品物を購入して贈ったとき    

 メインの入力画面で贈答の支出で記録します。 
 
(3) (3) (3) (3) お中元やお歳暮のように品物を贈られたときお中元やお歳暮のように品物を贈られたときお中元やお歳暮のように品物を贈られたときお中元やお歳暮のように品物を贈られたとき    

 ツールバーの贈答ボタンを起動し、贈答の記録で入力します。 
 
(4) (4) (4) (4) 既にある品物を他の方に贈ったとき（通称、たらい回しです）既にある品物を他の方に贈ったとき（通称、たらい回しです）既にある品物を他の方に贈ったとき（通称、たらい回しです）既にある品物を他の方に贈ったとき（通称、たらい回しです）    

 ツールバーの贈答ボタンを起動し、贈答の記録で入力します。 
 
 

2.8.2 贈答入力の概要贈答入力の概要贈答入力の概要贈答入力の概要 

・贈答専用の項目を用意します。贈答には、同じ相手（例えば「鈴木さん」）へ支出と収入が発生します。従って
同じ贈答の項目を支出と収入へ作成します。 
 例： 支出＝贈答（贈１）、 収入＝贈答（受１） のようにペアで作成します。 
 
・贈答相手は、贈答項目の内訳として事前に登録しておきます。最大60人まで登録できます。 
 「贈答相手の設定」で設定することができます。 
 
・お金の受け取りや、お金の支出の入力は他の支出や収入と同じ方法で行います。違いは、項目として「贈答項
目」、内訳として「贈答相手」を選択することです。 
 
・品物は家計簿の中では入力できませんから、別の贈答入力機能を使用します。 
 
・贈答一覧表では、お金の受け取りや、お金の支出、品物の授受をまとめて、贈答相手ごとで表示します。 
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222...999   金金金金金金金金金金金金券券券券券券券券券券券券のののののののののののの管管管管管管管管管管管管理理理理理理理理理理理理   
 商品券やプリペイドカード等の金券残高の記録や支払いの記録ができます。これには二つの方法があります。 
 
(1) (1) (1) (1) 金券の種類ごとに、１つの口座を割り当てる方法。金券の種類ごとに、１つの口座を割り当てる方法。金券の種類ごとに、１つの口座を割り当てる方法。金券の種類ごとに、１つの口座を割り当てる方法。    

 金券での支払いを記録する方法をご覧ください。 
 
(2) (2) (2) (2) 口座に「金券」を作り、口座に「金券」を作り、口座に「金券」を作り、口座に「金券」を作り、その口座で全ての金券を記録する方法。その口座で全ての金券を記録する方法。その口座で全ての金券を記録する方法。その口座で全ての金券を記録する方法。    

 
 全ての金券を１つの口座「金券」に出し入れする方法です。金券の種類は備考などで区別します。 
 
二つの中で、(1) の方法は、金券の種類も、それぞれの残高も記録できるので良い方法ですが、口座の数以上は
利用できません。 
(2) の方法では、個別の金券の残高は分かりませんが、備考集計表を使うと、金券の種類別の使用経過が分かり
ます。 
次は(2) の方法で入力する場合の入力例です。 
 
(a) △△記念で商品券を受け取った場合  
 項 目     内 訳    金 額    備 考   口 座 
37贈答（受）  20 その他   1,200  ＸＸ記念  19 金券 
 
(b) 商品券を使用した場合  
 項 目     内 訳    金 額    備 考   口 座 
04食 費   10 酒類      1,200   ﾋﾞｰﾙ券   19 金券 
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３３３３３３３３３３３３．．．．．．．．．．．．家家家家家家家家家家家家計計計計計計計計計計計計簿簿簿簿簿簿簿簿簿簿簿簿全全全全全全全全全全全全体体体体体体体体体体体体のののののののののののの設設設設設設設設設設設設定定定定定定定定定定定定                                                (((メメメメメメメメメメメメイイイイイイイイイイイインンンンンンンンンンンンメメメメメメメメメメメメニニニニニニニニニニニニュュュュュュュュュュュューーーーーーーーーーーー「「「「「「「「「「「「フフフフフフフフフフフファァァァァァァァァァァァイイイイイイイイイイイイルルルルルルルルルルルル」」」」」」」」」」」」)))   
 

333...111   家家家家家家家家家家家家計計計計計計計計計計計計簿簿簿簿簿簿簿簿簿簿簿簿デデデデデデデデデデデデーーーーーーーーーーーータタタタタタタタタタタタのののののののののののの新新新新新新新新新新新新規規規規規規規規規規規規作作作作作作作作作作作作成成成成成成成成成成成成                                                （（（（（（（（（（（（「「「「「「「「「「「「フフフフフフフフフフフファァァァァァァァァァァァイイイイイイイイイイイイルルルルルルルルルルルル」」」」」」」」」」」」→→→→→→→→→→→→「「「「「「「「「「「「家家家家家家家家家家家家計計計計計計計計計計計計簿簿簿簿簿簿簿簿簿簿簿簿デデデデデデデデデデデデーーーーーーーーーーーータタタタタタタタタタタタのののののののののののの新新新新新新新新新新新新規規規規規規規規規規規規作作作作作作作作作作作作成成成成成成成成成成成成」」」」」」」」」」」」））））））））））））   
 家計簿データを新規に作成します。 
 

 

3.1.1 家計簿データ新規作成家計簿データ新規作成家計簿データ新規作成家計簿データ新規作成 

 
(1) (1) (1) (1) 家計簿家計簿家計簿家計簿データの場所データの場所データの場所データの場所    

 家計簿データは家計簿ソフト・プログラムのあるフォルダのサブフォルダ単位で作成します。 
 
(2) (2) (2) (2) 家計簿データの新規作成家計簿データの新規作成家計簿データの新規作成家計簿データの新規作成    

 新規に家計簿データを作成する場合は、新しいフォルダ名を入力します。家計簿プログラムは入力されたフォ
ルダを作成し、最低限必要なパラメタを作成します。 
 
(3) (3) (3) (3) 設定値のコピー設定値のコピー設定値のコピー設定値のコピー    

 新しく家計簿データの項目や口座などを現在開いている家計簿データのものをコピーして設定します。 
コピーするものには次のものがあります。 
 
・項目、内訳、口座、備考の設定値 
・レシート入力、パターン入力、小計入力の入力の設定値 
・現在口座の現在の残高 
 
 会社や個人事業主の補助簿として使用している場合などで、年や年度ごとで新しいデータを作成する場合に便
利です。 
 
・自動振替、ローン振替の設定値 
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3.1.2 作成先ドライブ・フォルダを指定する作成先ドライブ・フォルダを指定する作成先ドライブ・フォルダを指定する作成先ドライブ・フォルダを指定する 

 
 家計簿データを家計簿プログラムのあるフォルダ以外の場所に作成することができます。ただし、バックアッ
プなどに制限がありますので、特別な目的がないかぎり初期値の場所（家計簿プログラムの下）に作成すること
をお勧めします。 
 
 
＜注意＞＜注意＞＜注意＞＜注意＞    
(1)(1)(1)(1)作成先ドライブ・フォルダを作成先ドライブ・フォルダを作成先ドライブ・フォルダを作成先ドライブ・フォルダを指定した場合は、バックアップ設定で設定を行っても、家計簿終了時の家計簿データの指定した場合は、バックアップ設定で設定を行っても、家計簿終了時の家計簿データの指定した場合は、バックアップ設定で設定を行っても、家計簿終了時の家計簿データの指定した場合は、バックアップ設定で設定を行っても、家計簿終了時の家計簿データの

みバックアップします。途中で切り替えた家計簿データはバックアップされません。ご注意ください。みバックアップします。途中で切り替えた家計簿データはバックアップされません。ご注意ください。みバックアップします。途中で切り替えた家計簿データはバックアップされません。ご注意ください。みバックアップします。途中で切り替えた家計簿データはバックアップされません。ご注意ください。    

(2)(2)(2)(2)家計簿データ「家計簿データ「家計簿データ「家計簿データ「datadatadatadata」フォルダは絶対に削除しないでください。」フォルダは絶対に削除しないでください。」フォルダは絶対に削除しないでください。」フォルダは絶対に削除しないでください。削除や名称変更すると正常動作しなくなり削除や名称変更すると正常動作しなくなり削除や名称変更すると正常動作しなくなり削除や名称変更すると正常動作しなくなります。 
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333...222   家家家家家家家家家家家家計計計計計計計計計計計計簿簿簿簿簿簿簿簿簿簿簿簿デデデデデデデデデデデデーーーーーーーーーーーータタタタタタタタタタタタのののののののののののの切切切切切切切切切切切切りりりりりりりりりりりり替替替替替替替替替替替替ええええええええええええ                     (((「「「「「「「「「「「「フフフフフフフフフフフファァァァァァァァァァァァイイイイイイイイイイイイルルルルルルルルルルルル」」」」」」」」」」」」→→→→→→→→→→→→「「「「「「「「「「「「家家家家家家家家家家家家計計計計計計計計計計計計簿簿簿簿簿簿簿簿簿簿簿簿デデデデデデデデデデデデーーーーーーーーーーーータタタタタタタタタタタタのののののののののののの切切切切切切切切切切切切りりりりりりりりりりりり替替替替替替替替替替替替ええええええええええええ」」」」」」」」」」」」)))   
 
 家計簿データを別の家計データに切り替えます。 

 
 
(1) (1) (1) (1) 家計簿データの切り替え家計簿データの切り替え家計簿データの切り替え家計簿データの切り替え    

 家計簿データの一覧表で目的とする家計簿データをクリックすると切り替えることができます。 
 
(2) (2) (2) (2) ドライブ・フォルダを指定するドライブ・フォルダを指定するドライブ・フォルダを指定するドライブ・フォルダを指定する    

 通常は家計簿プログラムの下のフォルダに家計簿データが作成されますが、ドライブ・フォルダの指定画面で
指定すると、任意の場所の家計簿データを指定することができます。 
 
(3) (3) (3) (3) 以前に使用した家計簿データ以前に使用した家計簿データ以前に使用した家計簿データ以前に使用した家計簿データ    

 以前使用した家計簿データ、５回分が「ファイル」メニューの中に表示されます。 
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333...333   家家家家家家家家家家家家計計計計計計計計計計計計簿簿簿簿簿簿簿簿簿簿簿簿デデデデデデデデデデデデーーーーーーーーーーーータタタタタタタタタタタタのののののののののののの削削削削削削削削削削削削除除除除除除除除除除除除                                                (((「「「「「「「「「「「「フフフフフフフフフフフファァァァァァァァァァァァイイイイイイイイイイイイルルルルルルルルルルルル」」」」」」」」」」」」→→→→→→→→→→→→「「「「「「「「「「「「家家家家家家家家家家家家計計計計計計計計計計計計簿簿簿簿簿簿簿簿簿簿簿簿デデデデデデデデデデデデーーーーーーーーーーーータタタタタタタタタタタタのののののののののののの削削削削削削削削削削削削除除除除除除除除除除除除」」」」」」」」」」」」)))   
 
 家計簿データを削除します。 
 

 
(1) (1) (1) (1) 家計簿データの削家計簿データの削家計簿データの削家計簿データの削除除除除    

 家計簿データの一覧表で削除する家計簿データを選択し削除ボタンをクリックすると削除できます。 
 
(2) (2) (2) (2) ドライブ・フォルダを指定するドライブ・フォルダを指定するドライブ・フォルダを指定するドライブ・フォルダを指定する    

 家計簿プログラムフォルダ下の家計簿データ以外の家計簿データを削除するときは、ドライブ・フォルダの指
定画面で指定します。任意の場所の家計簿データを削除することができます。 
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333...444   表表表表表表表表表表表表計計計計計計計計計計計計算算算算算算算算算算算算・・・・・・・・・・・・ＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰ設設設設設設設設設設設設定定定定定定定定定定定定                                                (((「「「「「「「「「「「「フフフフフフフフフフフファァァァァァァァァァァァイイイイイイイイイイイイルルルルルルルルルルルル」」」」」」」」」」」」→→→→→→→→→→→→「「「「「「「「「「「「表表表表表表表表表表表表計計計計計計計計計計計計算算算算算算算算算算算算・・・・・・・・・・・・ＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰ設設設設設設設設設設設設定定定定定定定定定定定定」」」」」」」」」」」」)))   
 
 帳票作成で実行ボタンを指定すると、帳票データを画面に表示します。表示した内容を表計算ソフト、日本語
ワードプロセッサ（ＷＰ）、テキストファイル、ＣＳＶファイルへ出力できます。 
 ここでは、表計算ソフトやＷＰソフトの設定をします。 
メインメニュー「ファイル」→「表計算・ＷＰ設定」で起動します。 

 
(1) (1) (1) (1) 表計算ソフト表計算ソフト表計算ソフト表計算ソフト    

  EXCEL、表計算ソフトを自動起動するか、ＣＳＶファイル作成かを選択します。 
 
・指定表計算ソフトの自動起動 「プログラム・ファイル名」で指定される表計算ソフトを「帳票.CSV」 

を引数に起動します。 
・EXCELの自動起動       マイクロソフトEXCELを「帳票.CSV」を引数に起動します。 
・テキストファイル作成         「出力フォルダ設定」で設定したフォルダ下に「帳票.CSV」ファイルを 

作成します。 
 マイクロソフトEXCELを標準で使用している場合、「EXCELの自動起動｣を選択すると、EXCELが起動さ
れてデータが読み込まれますので、データ連動が簡単になります。 
 
(2) (2) (2) (2) ＷＰソフトＷＰソフトＷＰソフトＷＰソフト    

 ＷＰソフトを自動起動するか、ＴＸＴファイル作成かを選択します。 
 
・指定WPソフトの自動起動  「プログラム・ファイル名」で指定されるＷＰソフトを「帳票.TXT」 

を引数に起動します。 
・テキストファイル作成   「出力フォルダ設定」で設定したフォルダ下に「帳票.TXT」ファイルを 

作成します。 
 自動起動を設定した場合、ＷＰソフトが起動され、データが読み込まれますので、データ連動が簡単になりま
す。ただし、罫線は連動しません。 
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333...555   銀銀銀銀銀銀銀銀銀銀銀銀行行行行行行行行行行行行休休休休休休休休休休休休日日日日日日日日日日日日設設設設設設設設設設設設定定定定定定定定定定定定                                                (((「「「「「「「「「「「「フフフフフフフフフフフファァァァァァァァァァァァイイイイイイイイイイイイルルルルルルルルルルルル」」」」」」」」」」」」→→→→→→→→→→→→「「「「「「「「「「「「銀銀銀銀銀銀銀銀銀銀銀銀行行行行行行行行行行行行休休休休休休休休休休休休日日日日日日日日日日日日設設設設設設設設設設設設定定定定定定定定定定定定」」」」」」」」」」」」)))   
 
 銀行の休日を設定します。 
 
 土曜日、日曜日は休日に設定してあります。祝日も分かる範囲で設定してあります。ただし、春分の日と秋分
の日は毎年変動しますので、設定してありません。都度、設定をお願いします。 
 

 
・メインメニュー「ファイル」→「銀行休日設定」で起動します。 
・休日となる日をマウスでクリックします。休日を戻すときも同じように該当日をマウスでクリックします。 
 
＜注意＞＜注意＞＜注意＞＜注意＞    
・銀行休日を変更しますと、毎月の締め日に影響が出ることがあります。すべての家計簿データの再計算をすることを・銀行休日を変更しますと、毎月の締め日に影響が出ることがあります。すべての家計簿データの再計算をすることを・銀行休日を変更しますと、毎月の締め日に影響が出ることがあります。すべての家計簿データの再計算をすることを・銀行休日を変更しますと、毎月の締め日に影響が出ることがあります。すべての家計簿データの再計算をすることを

お勧めします。お勧めします。お勧めします。お勧めします。    
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333...666   ババババババババババババッッッッッッッッッッッッククククククククククククアアアアアアアアアアアアッッッッッッッッッッッッププププププププププププ設設設設設設設設設設設設定定定定定定定定定定定定                                                （（（（（（（（（（（（「「「「「「「「「「「「フフフフフフフフフフフファァァァァァァァァァァァイイイイイイイイイイイイルルルルルルルルルルルル」」」」」」」」」」」」→→→→→→→→→→→→「「「「「「「「「「「「ババババババババババババッッッッッッッッッッッッククククククククククククアアアアアアアアアアアアッッッッッッッッッッッッププププププププププププ設設設設設設設設設設設設定定定定定定定定定定定定」」」」」」」」」」」」））））））））））））   
 

 
(1) (1) (1) (1) 概要概要概要概要    

 データのバックアップ機能
はファイルコピーで、家計簿
データを他のディスク、フォ
ルダへ保管する機能です。 
 
 自動バックアップでは、家
計簿を終了するとき前回バッ
クアップ以降の日付のファイ
ルをバックアップします。プ
ログラム自体とプログラムが
生成するデータはバックアッ
プしません。 
 
(2)(2)(2)(2)バックアップ設定タブバックアップ設定タブバックアップ設定タブバックアップ設定タブ    

(a) 自動バックアップの設定 
 家計簿の終了時、自動的に
バックアップを行う場合は周
期を選択します。 
 
・毎回   家計簿終了時に毎回、行います。確実ですがちょっと面倒です。 
・毎日   １日の最初に家計簿を起動したときの終了時に行います。 
・週間    週の最初に家計簿を起動したときの終了時に行います。 
・毎月   月の最初に家計簿を起動したときの終了時に行います。 
 
 バックアップ用ＦＤを新しいＦＤに変更するときは、旧ＦＤも保存しておいてください。復旧のとき必要です。
自動バックアップでは、新しい日付のファイルしか保存しないため、旧ＦＤと同じファイルが新しいＦＤにも保
存されるとは限らないためです。 
 
(b) 手動バックアップ 
 今すぐにバックアップを取りたい場合に選択し、バックアップボタンを指定します。 
 
・今日   今日の日付のファイルをバックアップします。 
・今月   今月の日付のファイルをバックアップします。 
・今年   今年の日付のファイルをバックアップします。 
・全データ 家計簿データのうち、プログラムで生成するデータを除いて全てバックアップします。 
 
(3)(3)(3)(3)バックアップ先デバイスの設定タブバックアップ先デバイスの設定タブバックアップ先デバイスの設定タブバックアップ先デバイスの設定タブ    

(a) バックアップ先デバイスの設定  
 データをバックアップする先を指定します。ドライブ、フォルダを選択してください。なお、バックアップ先
フォルダを「ゆう子の家計簿３２」プログラムの下に作成しますと正常動作しません。 
 また「ゆう子の家計簿３２」プログラムと同じハードディスクにバックアップを作成しても万が一の時、復旧
できません。必ず別のデバイス、フロッピーディスク（ＦＤ）やリムーバブルディスク、増設ハードディスクな
どを設定してください。 
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(b) フォルダの新規作成 
 新規のフォルダを作成する場合は、フォルダ名を入力して作成ボタンをクリックします。 
 
(4)(4)(4)(4)バックアップを戻すタブバックアップを戻すタブバックアップを戻すタブバックアップを戻すタブ    

 バックアップしたデバイスからデータを戻します。 
バックアップデータを認識すると「バックアップデータが見つかりました」の表示がされます。 
 
＜バックアップを戻す＞ボタンでもどります。 
 
(5) (5) (5) (5) データの移動データの移動データの移動データの移動    

 家計簿のデータを別のパソコンに移動するときも、バックアップ機能を使用すると簡単です。 
 
・全データのバックアップを行います。 
・移動先のＰＣ上で「バックアップを戻す」で戻します。 
 
＜注意＞＜注意＞＜注意＞＜注意＞    
「別のドライブ・フォルダ」家計簿データを指定している場合は家計簿終了時の家計簿データのみバックアップの対象「別のドライブ・フォルダ」家計簿データを指定している場合は家計簿終了時の家計簿データのみバックアップの対象「別のドライブ・フォルダ」家計簿データを指定している場合は家計簿終了時の家計簿データのみバックアップの対象「別のドライブ・フォルダ」家計簿データを指定している場合は家計簿終了時の家計簿データのみバックアップの対象

となりす。途中で切り替えた家計簿データはバックアップされません。ご注意ください。となりす。途中で切り替えた家計簿データはバックアップされません。ご注意ください。となりす。途中で切り替えた家計簿データはバックアップされません。ご注意ください。となりす。途中で切り替えた家計簿データはバックアップされません。ご注意ください。    
 
＜参照＞ 
 バックアップデータからの復旧 
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333...777   利利利利利利利利利利利利用用用用用用用用用用用用者者者者者者者者者者者者登登登登登登登登登登登登録録録録録録録録録録録録                                                （（（（（（（（（（（（「「「「「「「「「「「「フフフフフフフフフフフファァァァァァァァァァァァイイイイイイイイイイイイルルルルルルルルルルルル」」」」」」」」」」」」→→→→→→→→→→→→「「「「「「「「「「「「利利利利利利利利利利利利用用用用用用用用用用用用者者者者者者者者者者者者登登登登登登登登登登登登録録録録録録録録録録録録」」」」」」」」」」」」））））））））））））   
 
 試用期間が終了した後も継続使用される方は、登録キーを取得していただき、この画面で利用者の氏名とＩＤ、
登録キーを設定します。 
 

 
 メインメニュー「ファイル」→「利用者登録」で起
動します。また、試用期間終了後は起動直後にこの画
面を表示します。 
 
(1) (1) (1) (1) コピー＆ペーストによる入力コピー＆ペーストによる入力コピー＆ペーストによる入力コピー＆ペーストによる入力    

 送金を確認しますと、次のような登録キーを記述し
た電子メール（または葉書）をお送りいたします。 
-------------------------------- 
 氏 名    ：○○ ○○  様 
 ＩＤ(登録日)：nnnnnnnn 
 登録キー  ：XXXX-XXXX-XXXX 
-------------------------------- 
 
 登録キーの連絡メール中の上下「------------」の間を
クリップボードへコピー（複写）し、「貼り付け」ボタンをクリックしますと各入力欄にペーストされます。これ
で登録キーに関する情報が入力フィールドにセットされます。 
 
(2) (2) (2) (2) キーボードからの入力キーボードからの入力キーボードからの入力キーボードからの入力    

a)利用者の氏名 
 氏名を登録します。ここには登録キーの連絡メールに記述された氏名を登録します。 
 

b)ＩＤ 
 こちらからお知らせする登録日です。yyyymmddの形式です。 
 

c)登録キー 
 継続使用のための登録キーを設定します。４桁の半角の英数字(0～9,ABCD)3組とハイフン(マイナス）の組み
合わせ「XXXX-XXXX-XXXX」の形式になります。 

 
 終了ボタンでディスクに保存します。エラーメッセージが表示されたときは、氏名欄、ＩＤ欄または登録キー
欄が正しく登録されていませんので、再確認してください。 
 
 
＜注意＞＜注意＞＜注意＞＜注意＞    
・登録キーを設定後は再インストール等が発生した場合に備えて、登録キーをメモしておいてください。・登録キーを設定後は再インストール等が発生した場合に備えて、登録キーをメモしておいてください。・登録キーを設定後は再インストール等が発生した場合に備えて、登録キーをメモしておいてください。・登録キーを設定後は再インストール等が発生した場合に備えて、登録キーをメモしておいてください。    
・また登録キーを設定後は、氏名、ＩＤ、登録キーを変更しないでください。変更しますとソフトが使用でまた登録キーを設定後は、氏名、ＩＤ、登録キーを変更しないでください。変更しますとソフトが使用でまた登録キーを設定後は、氏名、ＩＤ、登録キーを変更しないでください。変更しますとソフトが使用でまた登録キーを設定後は、氏名、ＩＤ、登録キーを変更しないでください。変更しますとソフトが使用できなくなります。きなくなります。きなくなります。きなくなります。

誤って変更してしまった場合は、起動時に設定画面が表示されますので、再度設定してください。誤って変更してしまった場合は、起動時に設定画面が表示されますので、再度設定してください。誤って変更してしまった場合は、起動時に設定画面が表示されますので、再度設定してください。誤って変更してしまった場合は、起動時に設定画面が表示されますので、再度設定してください。    
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４４４４４４４４４４４４．．．．．．．．．．．．家家家家家家家家家家家家計計計計計計計計計計計計簿簿簿簿簿簿簿簿簿簿簿簿デデデデデデデデデデデデーーーーーーーーーーーータタタタタタタタタタタタごごごごごごごごごごごごととととととととととととのののののののののののの設設設設設設設設設設設設定定定定定定定定定定定定                                                                        （（（（（（（（（（（（メメメメメメメメメメメメイイイイイイイイイイイインンンンンンンンンンンンメメメメメメメメメメメメニニニニニニニニニニニニュュュュュュュュュュュューーーーーーーーーーーー「「「「「「「「「「「「設設設設設設設設設設設設定定定定定定定定定定定定」」」」」」」」」」」」））））））））））））   

444...111   ﾃﾃﾃﾃﾃﾃﾃﾃﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙ｰーーーーーーーーーーーﾀﾀﾀﾀﾀﾀﾀﾀﾀﾀﾀﾀ入入入入入入入入入入入入力力力力力力力力力力力力開開開開開開開開開開開開始始始始始始始始始始始始月月月月月月月月月月月月････････････口口口口口口口口口口口口座座座座座座座座座座座座････････････初初初初初初初初初初初初期期期期期期期期期期期期残残残残残残残残残残残残高高高高高高高高高高高高設設設設設設設設設設設設定定定定定定定定定定定定                        （（（（（（（（（（（（「「「「「「「「「「「「設設設設設設設設設設設設定定定定定定定定定定定定」」」」」」」」」」」」→→→→→→→→→→→→「「「「「「「「「「「「ﾃﾃﾃﾃﾃﾃﾃﾃﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙ｰーーーーーーーーーーーﾀﾀﾀﾀﾀﾀﾀﾀﾀﾀﾀﾀ入入入入入入入入入入入入力力力力力力力力力力力力開開開開開開開開開開開開始始始始始始始始始始始始月月月月月月月月月月月月････････････口口口口口口口口口口口口座座座座座座座座座座座座････････････初初初初初初初初初初初初期期期期期期期期期期期期残残残残残残残残残残残残高高高高高高高高高高高高設設設設設設設設設設設設定定定定定定定定定定定定」」」」」」」」」」」」））））））））））））   
 
 家計簿データの入力を開始する月、現金の初期残高、口座の名称、口座の初期残高、口座の種別を設定します。
この設定は、家計簿ソフトを使い始める時に必ず行う必要があります。 

 
 
(1) (1) (1) (1) データ入力開始月データ入力開始月データ入力開始月データ入力開始月    

 家計簿データの入力を開始する年/月を設定します。過去のデータも入力する場合は、その年/月を設定します。
未来の年/月は設定しないでください。 
 
(2) (2) (2) (2) 現金残高現金残高現金残高現金残高    

 データ入力開始月で設定した月の１日（ついたち）時点の現金残高を設定します。以降、変更する必要はあり
ません。 
 
(3) (3) (3) (3) 口座口座口座口座    

 口座名称、初期残高、種別を設定します。口座名称は漢字（全角）６文字以内です。 
 口座の初期残高はデータ入力開始月で設定した月の１日（ついたち）時点の残高です。以降、変更する必要は
ありません。データ入力開始月以降に開設した口座は残高０に設定します。データ入力開始月を変更した場合は、
自動的に全データの再計算を行い、残高を合わせます。 
 
 種別ボタンをクリックすると、種別リストが表示されますので、その中から選択します。 
種別にはつぎのものがあります。 
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・銀行･郵貯 銀行、郵便局の口座です。 
・証券･債権 株式や債権などです。銀行･郵貯と同じですが、自動口座残高チェックの対象外です。 
・ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄ  ゙ クレジットカード設定で設定した決済に従って自動的に決済データを作成します。 
・金 券   金券管理で使用します。この口座は帳票やグラフで資産として計算しません。 
 
 クレジットカードで、決済データの自動作成をしたくない場合は、口座種別を銀行･郵貯としてください。 
リボ払い専用カードでは口座種別をクレジットカードではなく、銀行･郵貯としてください。 
口座名を「金券･･･」とした場合は自動的に種別を金券とします。 
 
 
＜参照＞ 
 下限額設定 
 クレジットカード設定 
 ヒント：クレジットカード 
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444...222   下下下下下下下下下下下下限限限限限限限限限限限限額額額額額額額額額額額額設設設設設設設設設設設設定定定定定定定定定定定定                                    （（（（（（（（（（（（「「「「「「「「「「「「設設設設設設設設設設設設定定定定定定定定定定定定」」」」」」」」」」」」→→→→→→→→→→→→「「「「「「「「「「「「ﾃﾃﾃﾃﾃﾃﾃﾃﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙ｰーーーーーーーーーーーﾀﾀﾀﾀﾀﾀﾀﾀﾀﾀﾀﾀ入入入入入入入入入入入入力力力力力力力力力力力力開開開開開開開開開開開開始始始始始始始始始始始始月月月月月月月月月月月月････････････口口口口口口口口口口口口座座座座座座座座座座座座････････････初初初初初初初初初初初初期期期期期期期期期期期期残残残残残残残残残残残残高高高高高高高高高高高高設設設設設設設設設設設設定定定定定定定定定定定定」」」」」」」」」」」」→→→→→→→→→→→→「「「「「「「「「「「「下下下下下下下下下下下下限限限限限限限限限限限限額額額額額額額額額額額額設設設設設設設設設設設設定定定定定定定定定定定定」」」」」」」」」」」」））））））））））））   

 
 家計簿を起動した時に行う自動口座残高チェックで
参照する口座の下限額を設定します。 
 
 自動口座残高チェックでは、家計簿を起動した時に、
数日先（設定値による）まで口座残高を調べます。口
座残高が、ここで設定する下限額以下になると、警告
メッセージを表示します。 
 
 なお、設定する対象口座は口座種別で「銀行･郵貯」
とした口座です。 
 
 
 
 
 
 
(1) (1) (1) (1) 設定設定設定設定    

 通常は０円ですが、総合口座で、総合定期預金に預金をしてあると、普通口座がマイナスになっても、総合定
期預金の９０％または２００万円（ある銀行の例）まで自動融資してくれます。従って、普通口座がマイナスに
なっても振替ができます。このような場合、残高チェックの下限額を自動融資の限度（マイナスの値）に設定し
ておくと、普通口座の残高がマイナスになっても振替が可能な場合はメッセージを出しません。 
 
(2) (2) (2) (2) 例例例例    

 総合定期預金に５０万円の預金がある場合は、総合口座の下限額を５０万円の９０％、－４５万円に設定しま
す。 
 
 もちろん、「残高が０になるのは不安」という方は、下限額をプラスに設定しておくと、口座残高が０になる前
にメッセージが出ます。 
 
 
＜参照＞ 
 自動口座残高チェック 
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444...333   ククククククククククククレレレレレレレレレレレレジジジジジジジジジジジジッッッッッッッッッッッットトトトトトトトトトトトカカカカカカカカカカカカーーーーーーーーーーーードドドドドドドドドドドド設設設設設設設設設設設設定定定定定定定定定定定定            （（（（（（（（（（（（｢｢｢｢｢｢｢｢｢｢｢｢設設設設設設設設設設設設定定定定定定定定定定定定｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣→→→→→→→→→→→→｢｢｢｢｢｢｢｢｢｢｢｢ﾃﾃﾃﾃﾃﾃﾃﾃﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙ｰーーーーーーーーーーーﾀﾀﾀﾀﾀﾀﾀﾀﾀﾀﾀﾀ入入入入入入入入入入入入力力力力力力力力力力力力開開開開開開開開開開開開始始始始始始始始始始始始月月月月月月月月月月月月････････････口口口口口口口口口口口口座座座座座座座座座座座座････････････初初初初初初初初初初初初期期期期期期期期期期期期残残残残残残残残残残残残高高高高高高高高高高高高設設設設設設設設設設設設定定定定定定定定定定定定｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣→→→→→→→→→→→→｢｢｢｢｢｢｢｢｢｢｢｢ｸｸｸｸｸｸｸｸｸｸｸｸﾚﾚﾚﾚﾚﾚﾚﾚﾚﾚﾚﾚｼｼｼｼｼｼｼｼｼｼｼｼﾞ゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙ｯｯｯｯｯｯｯｯｯｯｯｯﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄｶｶｶｶｶｶｶｶｶｶｶｶｰーーーーーーーーーーーﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄ ﾞ゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙設設設設設設設設設設設設定定定定定定定定定定定定｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣））））））））））））   

 
 口座種別を「クレジット
カード」と設定した口座に
ついて、クレジットカード
の振替口座、締切日、振替
日を設定します。 
 
 入力画面でデータを入力
したとき、クレジットカー
ドを支払い口座で指定する
と、ここで設定した内容に
従ってクレジットカードの
決済データを自動作成しま
す。 
 
 
(1) (1) (1) (1) 締切日、振替日締切日、振替日締切日、振替日締切日、振替日    

 クレジットカードを使用した日と締切日、振替日は次のような関係になります。 
 
・締切日前および当日のカード使用 → 来月の振替日で決済データを作成します。  
・締切日後のカード使用 → 再来月の振替日で決済データを作成します。 
 
(2) (2) (2) (2) 振替月振替月振替月振替月    

 提携カードのように、１枚のカードで２～３種類のカード会社が選択できるカードを使うと、提携カード会社
では支払いが２ヶ月先（翌々月）になる場合があります。またカードによっては、締め切り日と振替日が同月の
場合があります。 
 そのような場合には、振替月ボタンで、同月、翌々月を選択します。 
 
・締切日前および当日のカード使用 → 再来月の振替日で決済データを作成します。  
・締切日後のカード使用 → 再再来月の振替日で決済データを作成します。 
 
＜注意＞＜注意＞＜注意＞＜注意＞    
・項目や内訳、口座の並び替えをしますと、クレジットの支払いデータを削除、訂正しても対になる決済データの削除、・項目や内訳、口座の並び替えをしますと、クレジットの支払いデータを削除、訂正しても対になる決済データの削除、・項目や内訳、口座の並び替えをしますと、クレジットの支払いデータを削除、訂正しても対になる決済データの削除、・項目や内訳、口座の並び替えをしますと、クレジットの支払いデータを削除、訂正しても対になる決済データの削除、

訂正はされません。訂正はされません。訂正はされません。訂正はされません。    
 
＜参照＞ 
 ヒント：クレジットカード 
 ヒント：一括払い 
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444...444   項項項項項項項項項項項項目目目目目目目目目目目目・・・・・・・・・・・・内内内内内内内内内内内内訳訳訳訳訳訳訳訳訳訳訳訳・・・・・・・・・・・・備備備備備備備備備備備備考考考考考考考考考考考考設設設設設設設設設設設設定定定定定定定定定定定定                                                （（（（（（（（（（（（「「「「「「「「「「「「設設設設設設設設設設設設定定定定定定定定定定定定」」」」」」」」」」」」→→→→→→→→→→→→「「「「「「「「「「「「項項項項項項項項項項項項目目目目目目目目目目目目・・・・・・・・・・・・内内内内内内内内内内内内訳訳訳訳訳訳訳訳訳訳訳訳・・・・・・・・・・・・備備備備備備備備備備備備考考考考考考考考考考考考設設設設設設設設設設設設定定定定定定定定定定定定」」」」」」」」」」」」)))   
 
 支出項目、口座項目、収入項目とそれぞれの項目に対応した内訳と備考を設定します。 
 なお「26 預金預け入れ」、「27 預金引き出し」、「28 口座間振替」の項目名は変更できません。「28 口座間振
替」では内訳が振替先口座になるため、内訳の変更はできません。 
 また、贈答と設定した項目については、内訳を変更できません。贈答相手は支出項目と収入項目で同じ内訳に
設定するため、贈答相手設定で設定します。 
 

 
 
(1) (1) (1) (1) マウス操作マウス操作マウス操作マウス操作    

 項目を設定中に、内訳または備考にフォーカスを移動すると、項目欄がブルーになります。このブルーの項目
に対する内訳、備考を設定していることを表します。 
 
(2) (2) (2) (2) キーボード操作キーボード操作キーボード操作キーボード操作    

 項目の設定と内訳、備考設定の切替は Page-Up キーと Page-Down キーを使います。 
 
項目設定状態で 
 
Page Up    内訳の設定にカーソル移動 
Pgae Down 備考の設定にカーソル移動 
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内訳、備考設定状態で 
 
Page Up    項目の設定にカーソル移動 
Page Down  項目の設定にカーソル移動 
 
＜参照＞ 
 贈答の記録 
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444...555   贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈答答答答答答答答答答答答相相相相相相相相相相相相手手手手手手手手手手手手設設設設設設設設設設設設定定定定定定定定定定定定                                                （（（（（（（（（（（（「「「「「「「「「「「「設設設設設設設設設設設設定定定定定定定定定定定定」」」」」」」」」」」」→→→→→→→→→→→→「「「「「「「「「「「「贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈答答答答答答答答答答答答相相相相相相相相相相相相手手手手手手手手手手手手設設設設設設設設設設設設定定定定定定定定定定定定」」」」」」」」」」」」)))   
 
 贈答相手を設定します。贈答相手は贈答項目の内訳として支出項目、収入項目とペアで設定します。また、項
目の内訳は３０までしかありませんから、３０を越える贈答相手を設定する場合は、贈答項目を複数設定します。 
 

 
 
(1) (1) (1) (1) 設定設定設定設定    

・必要な贈答相手を入力します。漢字６文字までです。 
・３０を越える場合は、贈答（２）へ入力します。 
・登録ボタンをクリックすると、贈答相手を登録します。贈答項目が設定されていない場合は、自動的に空き項
目を探して贈答項目を作成します。その場合の贈答項目と内訳は次のようになります。 
 

支出項目    収入項目     内 訳 
 １番目  贈答（贈１）  贈答（受１）  01～30の贈答相手 
 ２番目  贈答（贈２）  贈答（受２）  31～60の贈答相手 
 
・贈答相手の一つに「その他」を設定すると便利です。少額の贈答や、１回限りの贈答相手のとき使用します。 
 
＜注意＞＜注意＞＜注意＞＜注意＞    
・空き項目が無いときは贈答項目を作成しません。また作成できなかった贈答項目に該当する贈答相手は保存されま・空き項目が無いときは贈答項目を作成しません。また作成できなかった贈答項目に該当する贈答相手は保存されま・空き項目が無いときは贈答項目を作成しません。また作成できなかった贈答項目に該当する贈答相手は保存されま・空き項目が無いときは贈答項目を作成しません。また作成できなかった贈答項目に該当する贈答相手は保存されま

せん。せん。せん。せん。    
・自動的に贈答項目を作成するときは空き項目を探して作りますので、必ずしも連続して作成されるとは限りません。で・自動的に贈答項目を作成するときは空き項目を探して作りますので、必ずしも連続して作成されるとは限りません。で・自動的に贈答項目を作成するときは空き項目を探して作りますので、必ずしも連続して作成されるとは限りません。で・自動的に贈答項目を作成するときは空き項目を探して作りますので、必ずしも連続して作成されるとは限りません。で

きれば事前に、項目設定で贈答項目を作成しておくことをお勧めします。きれば事前に、項目設定で贈答項目を作成しておくことをお勧めします。きれば事前に、項目設定で贈答項目を作成しておくことをお勧めします。きれば事前に、項目設定で贈答項目を作成しておくことをお勧めします。    
    また空き項目を探すとき、既にある贈答項目を基準に項目番号が増加方向に探し、無い場合は項目番号が減少方向また空き項目を探すとき、既にある贈答項目を基準に項目番号が増加方向に探し、無い場合は項目番号が減少方向また空き項目を探すとき、既にある贈答項目を基準に項目番号が増加方向に探し、無い場合は項目番号が減少方向また空き項目を探すとき、既にある贈答項目を基準に項目番号が増加方向に探し、無い場合は項目番号が減少方向

に探します。同じ検索方向で収入、支出に探します。同じ検索方向で収入、支出に探します。同じ検索方向で収入、支出に探します。同じ検索方向で収入、支出の両方に空き項目が無いとエラーになります。の両方に空き項目が無いとエラーになります。の両方に空き項目が無いとエラーになります。の両方に空き項目が無いとエラーになります。    
    
・内訳（贈答相手）が同じ支出項目、収入項目のペアがないと贈答設定とは見なしません。・内訳（贈答相手）が同じ支出項目、収入項目のペアがないと贈答設定とは見なしません。・内訳（贈答相手）が同じ支出項目、収入項目のペアがないと贈答設定とは見なしません。・内訳（贈答相手）が同じ支出項目、収入項目のペアがないと贈答設定とは見なしません。 
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444...666   パパパパパパパパパパパパタタタタタタタタタタタターーーーーーーーーーーーンンンンンンンンンンンン入入入入入入入入入入入入力力力力力力力力力力力力設設設設設設設設設設設設定定定定定定定定定定定定                                                （（（（（（（（（（（（「「「「「「「「「「「「設設設設設設設設設設設設定定定定定定定定定定定定」」」」」」」」」」」」→→→→→→→→→→→→「「「「「「「「「「「「パパパパパパパパパパパパタタタタタタタタタタタターーーーーーーーーーーーンンンンンンンンンンンン入入入入入入入入入入入入力力力力力力力力力力力力設設設設設設設設設設設設定定定定定定定定定定定定」」」」」」」」」」」」)))   
 
 パターン入力のためのパターンを設定します。 

 
 
(1) (1) (1) (1) パターンの選択パターンの選択パターンの選択パターンの選択    

・パターンの選択で、設定するパターンをマウスで選択します。 
・パターンの名称を入力します。漢字８文字です。 
 
(2) (2) (2) (2) パターンの設定パターンの設定パターンの設定パターンの設定    

・項目、内訳、金額、備考、口座をリストから選択またはキーボードから入力します。 
・項目、内訳、口座をキーボードから入力する場合は、数字２文字+(Enter)を各欄の先頭で入力します。口座欄
で現金を設定する場合は(Enter)のみ入力します。 
 
・登録ボタンで１行を登録します。 
・１パターンにつき、２０行の家計データを登録できます。 
・なお、パターン入力設定では、登録した家計データをソートしません。順番を揃える場合は、目的の行を選択
→訂正→登録を繰り返して行います。 
 
(3) (3) (3) (3) 例例例例    

 家計簿データ「data」のサンプルとして給与明細の例があります。参照してください。 
給与明細以外には、不定期で発生する一固まりの出費や収入を設定すると良いでしょう。上手に使うと意外と便
利です。 
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444...777   小小小小小小小小小小小小計計計計計計計計計計計計入入入入入入入入入入入入力力力力力力力力力力力力設設設設設設設設設設設設定定定定定定定定定定定定                                                （（（（（（（（（（（（「「「「「「「「「「「「設設設設設設設設設設設設定定定定定定定定定定定定」」」」」」」」」」」」→→→→→→→→→→→→「「「「「「「「「「「「小小小小小小小小小小小小計計計計計計計計計計計計入入入入入入入入入入入入力力力力力力力力力力力力設設設設設設設設設設設設定定定定定定定定定定定定」」」」」」」」」」」」））））））））））））   
 
 小計入力のための設定を行います。 
 

 
 
(1) (1) (1) (1) 小計入力の選択小計入力の選択小計入力の選択小計入力の選択    

・小計入力の選択で、設定する小計入力をマウスで選択します。 
・小計入力の名称を入力します。漢字８文字です。 
 
(2) (2) (2) (2) 小計入力の設定小計入力の設定小計入力の設定小計入力の設定    

・項目、内訳、備考をリストから選択またはキーボードから入力します。 
・項目、内訳をキーボードから入力する場合は、数字２文字+(Enter)を各欄の先頭で入力します。口座欄で現金
を設定する場合は(Enter)のみ入力します。 
 
・登録ボタンで１行を登録します。 
・１小計入力につき、２０行の家計データを登録できます。 
・小計入力設定で登録した家計データは文字列でソートして登録します。 
 
(3) (3) (3) (3) 例例例例    

 家計簿データ「data」のサンプルとしてスーパーの買い物の例が設定してあります。参照してください。 
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444...888   振振振振振振振振振振振振替替替替替替替替替替替替設設設設設設設設設設設設定定定定定定定定定定定定（（（（（（（（（（（（引引引引引引引引引引引引きききききききききききき落落落落落落落落落落落落ととととととととととととしししししししししししし））））））））））））                                                （（（（（（（（（（（（「「「「「「「「「「「「設設設設設設設設設設設設定定定定定定定定定定定定」」」」」」」」」」」」→→→→→→→→→→→→「「「「「「「「「「「「振振振振振振振振振振振振替替替替替替替替替替替替設設設設設設設設設設設設定定定定定定定定定定定定」」」」」」」」」」」」)))   
 
 電気代、水道料、ＮＨＫ受信料など、口座から自動的に振り替えるための設定を行います。なお特定月で引落
しを行う場合は「ローン設定」で行います。  
 

 
 
(1) (1) (1) (1) 設定設定設定設定    

・振替日、項目、内訳、金額、備考、口座、周期をマウス、キーボードで入力します。口座欄では現金を設定で
きません。 
・登録ボタンで１行登録します。 
・周期は、毎月、偶数月、奇数月が選択できます。 
 
(2) (2) (2) (2) 例例例例    

(a) 電気代（毎月２０日に振替）を登録する場合 
 振替日    項 目      内 訳   金 額   備 考    口 座 
20    06 水道光熱費   04 電気代    5,000              01 銀行１総合 
 
(b) 毎月２５日に給与振り込みの口座から定期預金口座に口座間振替を行う場合 
振替日    項 目       内 訳      金 額   備 考    口 座 
25      28 口座間振替  04 銀行２定期  50,000  定期へ振替  01 銀行１総合 
 
 この例では「01 銀行１総合」から「04 銀行２定期」へ預金が移動します。 
 
 
＜注意＞＜注意＞＜注意＞＜注意＞    
・発生済みのデータの訂正は、メイン画面で直接行うことができますので、電気代など変動するものはメイン画面で直・発生済みのデータの訂正は、メイン画面で直接行うことができますので、電気代など変動するものはメイン画面で直・発生済みのデータの訂正は、メイン画面で直接行うことができますので、電気代など変動するものはメイン画面で直・発生済みのデータの訂正は、メイン画面で直接行うことができますので、電気代など変動するものはメイン画面で直

接訂正してください。接訂正してください。接訂正してください。接訂正してください。    
    
・・・・明日以降の発生済みデータをメイン画面で訂正したあと、振替設定で該当データを設定変更すると、データが二重明日以降の発生済みデータをメイン画面で訂正したあと、振替設定で該当データを設定変更すると、データが二重明日以降の発生済みデータをメイン画面で訂正したあと、振替設定で該当データを設定変更すると、データが二重明日以降の発生済みデータをメイン画面で訂正したあと、振替設定で該当データを設定変更すると、データが二重

に発生する場合があります。そのときは、不要なデータを削除してください。に発生する場合があります。そのときは、不要なデータを削除してください。に発生する場合があります。そのときは、不要なデータを削除してください。に発生する場合があります。そのときは、不要なデータを削除してください。    
    
    同じ現象はローン設定についても発生します。同じ現象はローン設定についても発生します。同じ現象はローン設定についても発生します。同じ現象はローン設定についても発生します。    
 
 
＜参照＞ 
 ローン設定、未来のデータ入力 
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444...999   ロロロロロロロロロロロローーーーーーーーーーーーンンンンンンンンンンンン設設設設設設設設設設設設定定定定定定定定定定定定                                                （（（（（（（（（（（（「「「「「「「「「「「「設設設設設設設設設設設設定定定定定定定定定定定定」」」」」」」」」」」」→→→→→→→→→→→→「「「「「「「「「「「「ロロロロロロロロロロロローーーーーーーーーーーーンンンンンンンンンンンン設設設設設設設設設設設設定定定定定定定定定定定定」」」」」」」」」」」」)))   
 
 住宅ローンなど、長期に渡って返済するものを設定します。毎月の金額が設定できますので、ボーナス返済な
ど返済額が変わる月も設定できます。 
 また、名前は「ローン設定」ですが、預金も設定できます。ボーナス月に預金額を増額する様なときもここで
設定すると良いでしょう。 
 

 
 
(1) (1) (1) (1) 設定設定設定設定    

・振替日、項目、内訳、金額、備考、口座をマウス、キーボードで入力します。 
口座欄では現金を設定できません。 

 
・金額欄にフォーカスが移ると、月別返済額の設定ウインドウを表示します。金額欄に金額を入力すると１２等
分して毎月に割り振ります。 
・月別金額欄に毎月の金額を入力します。シフト＋↓で月別金額欄の金額を下段の月へコピーします。 
・金額登録ボタンで合計金額を金額欄に表示します。 
・ローンの期限を設定します。「----」は期限なしです。 
・登録ボタンで１行登録します。 
 
(2) (2) (2) (2) 例例例例    

 (a) 住宅ローンで、毎月８万円、１月、７月にボーナス割り増し返済を行う場合。 
 振替日    項 目      内 訳       金 額    口 座 

5     03 住宅ローン  02 住宅金融公庫 1,200,000   01 銀行１総合 
１月 200,000 
２月 80,000 

 ： 
                                         ７月 200,000 
                                         ８月 80,000 
                                                 ： 
 
(b) 固定資産税を支払う場合 
 固定資産税は年４回支払いますので、支払い月のみ金額を設定します。 
 振替日    項 目        内 訳     金 額     口 座 

5     02 住宅ローン  04 固定資産税   120,000    01 銀行１総合 
１月    0 

： 
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３月  30,000 
５月    0 

 ： 
12月 30,000 

 
＜注意＞＜注意＞＜注意＞＜注意＞    
・明日以降の発生済みデータをメイン画面で訂正したあと、ローン設定で該当データを設定変更すると、データが二重・明日以降の発生済みデータをメイン画面で訂正したあと、ローン設定で該当データを設定変更すると、データが二重・明日以降の発生済みデータをメイン画面で訂正したあと、ローン設定で該当データを設定変更すると、データが二重・明日以降の発生済みデータをメイン画面で訂正したあと、ローン設定で該当データを設定変更すると、データが二重

に発生する場合があります。そのときは、不要なデータを削除してください。に発生する場合があります。そのときは、不要なデータを削除してください。に発生する場合があります。そのときは、不要なデータを削除してください。に発生する場合があります。そのときは、不要なデータを削除してください。    
    同じ現象は振替データについても発生します。同じ現象は振替データについても発生します。同じ現象は振替データについても発生します。同じ現象は振替データについても発生します。    
 
＜参照＞ 
 振替設定、未来のデータ入力 
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444...111000   予予予予予予予予予予予予算算算算算算算算算算算算設設設設設設設設設設設設定定定定定定定定定定定定                                                （（（（（（（（（（（（「「「「「「「「「「「「設設設設設設設設設設設設定定定定定定定定定定定定」」」」」」」」」」」」→→→→→→→→→→→→「「「「「「「「「「「「予予予予予予予予予予予予算算算算算算算算算算算算設設設設設設設設設設設設定定定定定定定定定定定定」」」」」」」」」」」」)))   
 
 項目ごとの予算を設定します。 
 

 
 
(1) (1) (1) (1) 起動起動起動起動    

・予算設定を起動する前にカレンダーを目的の年に変更しておきます。 
 
(2) (2) (2) (2) 予算の設定予算の設定予算の設定予算の設定    

・予算を設定する項目をマウスで選択します。 
・年間合計または、毎月の予算を入力します。 
 
 操作 
 
・年間合計を入力  １２等分して各月に自動的に割り振ります。 
・毎月の予算設定  各月に金額を入力します。 
 
・シフト＋↓  月別予算欄の金額を下段の月へコピーします。 
 
・登録ボタン   項目の予算を登録します。 
 
(3) (3) (3) (3) 前年実績前年実績前年実績前年実績    

・前年実績ボタンをクリックすると、前年の実績を各項目、各月へコピーします。 
 
(4) (4) (4) (4) 計画表計画表計画表計画表    
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・設定した予算をもとに、１年間の収支計画書を表示します。 
 
 収入、支出は予算設定で設定した値で、月間収支は各月の設定値を計算した値です。預金合計は、年初の口座
残高に予算設定で設定した月間収支を加算した値です。 
 年の途中であっても、実績値は収支計画書に反映しません。実績値の反映は項目･口座推移表を参照してくださ
い。 
 
(5) (5) (5) (5) 予算の設定例予算の設定例予算の設定例予算の設定例    

a) 年の始めに１年間の計画を立てます。収入は、昨年の実績をもとに今年の年収を見込んでおきます。 
b) 支出も、昨年の実績をもとに今年増えそうな出費、減らせそうな出費、今年の貯蓄目標額を考慮しながら、項
目ごとの支出額を毎月に割り振ります。 
c) これは前年実績ボタンで昨年の実績値をコピーし、収入、支出を月ごとで調整します。収入総額と支出総額の
差が今年の貯蓄予定額になります。 
d) 予算を入力しましたら、計画表ボタンで帳票を表示します。今年１年の収支計画書が出力されます。これで、
今年の貯蓄額も、今年の年末には現金・預金の合計がいくらになるかも分かります。 
 
 予算を立てるというのは、大変なんですが、１年間でどれくらいの収入が見込まれて、支出がどれくらいで、
従って今年はどれくらいの貯蓄ができるかを事前に見通しを立てておくのは大切なことと思いますし、励みにも
なります。 
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444...111111   起起起起起起起起起起起起動動動動動動動動動動動動条条条条条条条条条条条条件件件件件件件件件件件件・・・・・・・・・・・・締締締締締締締締締締締締めめめめめめめめめめめめ日日日日日日日日日日日日････････････メメメメメメメメメメメメイイイイイイイイイイイインンンンンンンンンンンン画画画画画画画画画画画画面面面面面面面面面面面面のののののののののののの設設設設設設設設設設設設定定定定定定定定定定定定                        （（（（（（（（（（（（「「「「「「「「「「「「設設設設設設設設設設設設定定定定定定定定定定定定」」」」」」」」」」」」→→→→→→→→→→→→「「「「「「「「「「「「起起起起起起起起起起起起動動動動動動動動動動動動条条条条条条条条条条条条件件件件件件件件件件件件・・・・・・・・・・・・締締締締締締締締締締締締めめめめめめめめめめめめ日日日日日日日日日日日日････････････メメメメメメメメメメメメイイイイイイイイイイイインンンンンンンンンンンン画画画画画画画画画画画画面面面面面面面面面面面面のののののののののののの設設設設設設設設設設設設定定定定定定定定定定定定」」」」」」」」」」」」））））））））））））   

 

4.11.1「起動時の条件」タブ「起動時の条件」タブ「起動時の条件」タブ「起動時の条件」タブ 

 
 ゆう子の家計簿３２を起動したときに行う動作について設定します。 
家計簿データごとに設定しますので、メインメニュー「ファイル」の中の「家計簿データの新規作成」、「家計
簿データの切り替え」を行ったときも起動時と同じ動作になります。 
 

 
 
(1) (1) (1) (1) メモの自動表示メモの自動表示メモの自動表示メモの自動表示    

 家計簿を起動したときに、メモを表示するかどうかを設定します。このメモは１日の最初の起動時に１回表示
します。 
 
(2) (2) (2) (2) 自動振替、ローン振替の口座残高不足の場合自動振替、ローン振替の口座残高不足の場合自動振替、ローン振替の口座残高不足の場合自動振替、ローン振替の口座残高不足の場合    

 自動振替、ローン振替を行ったとき、口座残高の不足を事前にチェックするかどうかの設定をします。「警告表
示をする」と設定した場合は、何日前からチェックするかを設定します。１～１０日前まで設定できます。 
 
    この警告メッセージは１日の最初の起動時に１回表示します。この警告メッセージは１日の最初の起動時に１回表示します。この警告メッセージは１日の最初の起動時に１回表示します。この警告メッセージは１日の最初の起動時に１回表示します。    
 
(3) (3) (3) (3) パスワードの設定パスワードの設定パスワードの設定パスワードの設定    

 家計簿を起動したとき、または家計簿データを切り替えたときにパスワードを入力するかどうかを設定します。
パスワードは英数字６文字以上、２０文字以下です。「設定する」としたときは、パスワード欄にパスワードを入
力し、再確認のために再度同じパスワードを入力します。 
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4.11.2「締め日の設定」タブ「締め日の設定」タブ「締め日の設定」タブ「締め日の設定」タブ 

 集計を行う期間を設定します。いつでも変更できます。 
月の開始日を変更したときは全てのデータを新しい開始日で再計算し、帳票に反映します。 
 

 
 
(1) (1) (1) (1) 週の開始曜日週の開始曜日週の開始曜日週の開始曜日    

 日別収支表では、１ページに１週間分のデータを出力しますが、その場合の週の開始曜日を指定します。 
なお、メモの入力は日曜日が開始曜日で固定です。 
 
(2) (2) (2) (2) 月の開始日月の開始日月の開始日月の開始日    

 月の開始日を設定します。１日から２８日までの間で選択します。通称「締め日」と呼びますが、ここでは締
め日の翌日の「月の開始日」を設定します。 
 
・日付を固定    日付を固定します。  
・銀行休日の前日  指定した開始日が銀行休日の場合、開始日を前日に変更します。 
・銀行休日の後日  指定した開始日が銀行休日の場合、開始日を後日に変更します。 
 
 例 毎月２５日を開始日とした場合 
 

 ２５日が土曜日    ２５日が日曜日  
 日付を固定     ２５日        ２５日 
 銀行休日の前日   ２４日（金）     ２３日（金） 
 銀行休日の後日   ２７日（月）     ２６日（月） 
 
＜注意＞＜注意＞＜注意＞＜注意＞    
・銀行休日の前日、後日を選択したときは、開始の日付は１日～６日は選択しないでください。年末年始などの連休の・銀行休日の前日、後日を選択したときは、開始の日付は１日～６日は選択しないでください。年末年始などの連休の・銀行休日の前日、後日を選択したときは、開始の日付は１日～６日は選択しないでください。年末年始などの連休の・銀行休日の前日、後日を選択したときは、開始の日付は１日～６日は選択しないでください。年末年始などの連休の

ため月間が不定になる時が発生してします。ため月間が不定になる時が発生してします。ため月間が不定になる時が発生してします。ため月間が不定になる時が発生してします。    
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(3) (3) (3) (3) 年間年間年間年間    

 年間で集計する期間を選択します。 
 月の開始日と組み合わせた場合、年の開始日に注意してください。 
 
 例 毎月２５日を開始日としたとき（1999年） 

年の開始                    年の終了 
1～12月      1999年12月25日   2000年12月24日 
4月～翌年3月  1999年 3月25日    2000年3月24日 
 
 さらに、銀行休日の前、後を指定した場合は銀行休日を考慮します。 
 
(4) (4) (4) (4) 例例例例    

 給料日が毎月２５日（休日の時は前日）で、給料日の前日で締める（給料日から１ヶ月を始める）場合 
・月間    指定日～1ヶ月 
・月の開始日 ２５日、銀行休日の前日 
 
＜留意点＞ 
・月の名前は、暦月の１日（ついたち）が含まれる期間を月の名称にしています。 
 例 開始日:25日 5月25日～6月24日 → 6月（6／1が含まれるので） 
     開始日:10日 5月10日～6月9日  → 6月（6／1が含まれるので） 
 
・年(年度)の名称は１日(ついたち)の含まれる期首月の年とします。 
 例 開始月:  4月 1999年 4月～2000年 3月期 ：1999年度 
 開始月: 12月 1999年12月～2000年11月期 ：1999年度 
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4.11.3「メイン画面の設定」タブ「メイン画面の設定」タブ「メイン画面の設定」タブ「メイン画面の設定」タブ 

 

 
 

(1) (1) (1) (1) データの並び順データの並び順データの並び順データの並び順    

 明細データを表示するとき、項目順でソートして表示するか、入力順で表示するかを設定します。 
途中で切り替えることもできます。 
 
(2) (2) (2) (2) デーデーデーデータの表示範囲タの表示範囲タの表示範囲タの表示範囲    

 データを月単位で表示するか、日単位で表示するかを設定します。ツールバーで切り替えることもできます。 
 
(3) (3) (3) (3) 消化率欄消化率欄消化率欄消化率欄    

 予算の消化率を表示する欄を、予算に対する残金に切り替えることができます。ただし、残金表示は 1000円
単位になります。 
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4.11.4「画面の大きさ」タブ「画面の大きさ」タブ「画面の大きさ」タブ「画面の大きさ」タブ 

家計簿ウインドウのサイズを変更します。 
 

 
 
(1) (1) (1) (1) 大きさの変更大きさの変更大きさの変更大きさの変更    

 大きさはスクリーンの横サイズの比率を画面下のスライドバーで設定します。ただし、家計簿ウインドウの大
きさはフォントサイズを元にきめていますので、とびとびの大きさしかとることができません。 
このためスライドバーで設定しても小さめの大きさになることがあります。 
 
(2) (2) (2) (2) 家計簿の再起動家計簿の再起動家計簿の再起動家計簿の再起動    

 ウインドウの大きさは、家計簿を再起動したときに反映します。すぐに家計簿を再起動するときは「家計簿を
再起動する」ボタンをクリックします。
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444...111222 メメメメメメメメメメメメニニニニニニニニニニニニュュュュュュュュュュュューーーーーーーーーーーーののののののののののののカカカカカカカカカカカカススススススススススススタタタタタタタタタタタタママママママママママママイイイイイイイイイイイイズズズズズズズズズズズズ                                                （（（（（（（（（（（（「「「「「「「「「「「「設設設設設設設設設設設設定定定定定定定定定定定定」」」」」」」」」」」」→→→→→→→→→→→→「「「「「「「「「「「「メメメメメメメメメメメメニニニニニニニニニニニニュュュュュュュュュュュューーーーーーーーーーーーののののののののののののカカカカカカカカカカカカススススススススススススタタタタタタタタタタタタママママママママママママイイイイイイイイイイイイズズズズズズズズズズズズ」」」」」」」」」」」」））））））））））））   
 
 出力帳票と専用入力画面をメニュー、ツールバーに表示するかどうかを設定します。 
 
(1) (1) (1) (1) 帳票帳票帳票帳票    

 帳票出力メニュー上にあるそれぞれのメニューの表示／非表示を選択できます。 
 
(2) (2) (2) (2) 入力画面入力画面入力画面入力画面    

 入力・編集メニュー上にある入力画面のメニューの表示／非表示を選択できます。また、それぞれに対応して
設定メニュー、ツールバー上のボタンも表示／非表示とします。 
 
(3) (3) (3) (3) ツールバーツールバーツールバーツールバー    

 ツールバーの表示を、文字またはアイコンに切り替えることができます。初期設定では分かりやすいように、
文字にしてあります。文字とアイコンの表示する順番は同じです。 
 
 
 
 
 

444...111333   チチチチチチチチチチチチッッッッッッッッッッッッププププププププププププヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘルルルルルルルルルルルルププププププププププププのののののののののののの表表表表表表表表表表表表示示示示示示示示示示示示                                                            （（（（（（（（（（（（「「「「「「「「「「「「設設設設設設設設設設設設定定定定定定定定定定定定」」」」」」」」」」」」→→→→→→→→→→→→「「「「「「「「「「「「チチチチチチチチチチチチッッッッッッッッッッッッププププププププププププヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘルルルルルルルルルルルルププププププププププププのののののののののののの表表表表表表表表表表表表示示示示示示示示示示示示」」」」」」」」」」」」））））））））））））   
 
 メイン画面にチップヘルプを表示するかどうかを選択します。 
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５５５５５５５５５５５５．．．．．．．．．．．．毎毎毎毎毎毎毎毎毎毎毎毎日日日日日日日日日日日日のののののののののののの入入入入入入入入入入入入力力力力力力力力力力力力                                                            （（（（（（（（（（（（メメメメメメメメメメメメイイイイイイイイイイイインンンンンンンンンンンン画画画画画画画画画画画画面面面面面面面面面面面面））））））））））））   

555...111   メメメメメメメメメメメメイイイイイイイイイイイインンンンンンンンンンンン画画画画画画画画画画画画面面面面面面面面面面面面   
    

(1) (1) (1) (1) ツールバーツールバーツールバーツールバー    

ツールバーは文字とアイコンを切り替えることができます。 
メインメニュー「設定」→「メニューカスタマイズ」で設定してください。 
 
アイコンの意味は以下の通り 

 
(a)終了ボタン     家計簿を終了します。 
(b)現金      現在の現金残高を表示します。 
(c)パターン入力ボタン パターン入力の選択リストを表示します。 
(d)小計入力ボタン   小計入力の選択リストを表示します。 
(e)レシート入力ボタン レシート入力画面を表示します。 
(f)日別計ボタン    ５週間分の日別収支表を出力します。 
(g)呼出ボタン     一時保管しているデータを表示します。 
(h)一時ボタン     選択した家計データを一時保管します。 
(i)削除ボタン     選択した家計データを削除します。 
(j)訂正ボタン     選択した家計データを入力欄に戻します。 
(k)検索ボタン     データを検索します。 
(l)月･日別ボタン   入力済みデータの表示を、１ヶ月分表示するか１日分で表示するかを切り替えます。 
(m)メモボタン      メモの入力画面を表示します。 
(n)贈答ボタン     品物の贈答を入力します。 
(o)パッドボタン    マウスで金額を入力するための入力パッドを表示、消去します。 
(p)口座ボタン     口座リストを表示、消去します。 
(q)ヘルプボタン    この画面を表示します。 
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(2) (2) (2) (2) 入力欄入力欄入力欄入力欄    

・日付入力欄 データを入力する日付を直接入力、またはカレンダーからマウスで選択します。 
・項目入力欄 項目番号を数字２文字+(Enter)で直接入力、または項目リストからマウスで選択します。 
・内訳入力欄 内訳番号を数字２文字+(Enter)で直接入力、または内訳リストからマウスで選択します。 
・金額入力欄 金額を入力します。最大８桁（9999万～-999万）です。 

金額欄の前にある１文字欄は収入項目または預金引き出しのとき「*」が入ります。 
・備考入力欄 備考を入力するか、備考番号を半角数字２文字+(Enter)で直接入力すると文字部分が 

入ります。または備考リストからマウスで選択します。 
マウスで複数の備考を選択すると、文字が結合されますから、次のような使い方が出来ます。 
例 交通費の備考 

01 電車代     11 東京－新宿 
02  ：      12 東京－渋谷 

13  ： 
 01と12をマウスで選択すると備考は「電車代東京－渋谷」となります。 

・口座入力欄 口座番号を数字２文字+(Enter)で直接入力、または口座リストからマウスで選択します。
(Enter)のみ入力で現金になります。 
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(3) (3) (3) (3) 選択リストの表示選択リストの表示選択リストの表示選択リストの表示    

・項目リスト  収入、支出項目リストには、カレンダー表示月の収入および支出額を表示します。 
また予算が設定してある場合には、予算消化率または予算残を表示します。 
予算残のときは、予算をオーバーしたときマイナスになります。 

               消化率の色：日割り計算した消化率に比べ、100%超=赤、90～100%=青、その他=黒 
・内訳リスト  項目に該当する内訳を表示します。 
・備考リスト  項目に該当する備考を表示します。 
・口座リスト 口座リストには、カレンダー年が今年のときは今日現在の口座残高を表示します。 

今年以外ではその年の年末の口座残高を表示します。緑色のヘッダ部分をドラッグすると 
移動できます。預金ｸﾚｼﾞｯﾄ合計は、金券、贈答用物品を除いた合計金額です。 

・＋ボタン 項目の設定、内訳の追加、備考の追加をおこないます。 
 
 
(4) (4) (4) (4) カレンダーカレンダーカレンダーカレンダー    

・日付   データを入力する日付をマウスで選択します。 
・＞ボタン 翌月のカレンダーを表示します。 
・＜ボタン 前月のカレンダーを表示します。 
・月入力  カレンダーに表示する月を数字２文字+(Enter)で直接入力します。 
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・集計   項目ごとの小計などの集計期間を表示します。 
 
(5) (5) (5) (5) 家計明細データリスト家計明細データリスト家計明細データリスト家計明細データリスト    

・内容   ツールバーの月表示、日表示の切り替えによって、表示する内容が月単位／日単位に 
変わります。 

・"#" 表示 期日がきていないため残高等に反映していないデータを表します。 
・ダブルクリック データをダブルクリックすると入力欄に戻ります。  
 
(6) (6) (6) (6) その他その他その他その他    

・入力パッド 電卓と同じイメージで操作します。登録ボタンで登録、口座ボタンで口座リストを 
表示します。緑色のヘッダ部分をドラッグすると移動できます。 

・マウスの入力 項目、内訳、備考、口座をマウスで選択します。金額は入力パッドで入力します。 
 
 
 

555...222   日日日日日日日日日日日日々々々々々々々々々々々々のののののののののののの入入入入入入入入入入入入力力力力力力力力力力力力：：：：：：：：：：：：ママママママママママママウウウウウウウウウウウウスススススススススススス入入入入入入入入入入入入力力力力力力力力力力力力   
 
 マウス操作のみで入力できます。 
 
(1) (1) (1) (1) 日付日付日付日付    

・前月 カレンダーの「＜」ボタン 
・翌月 カレンダーの「＞」ボタン 
・日付 カレンダーの日付を選択 
 
(2) (2) (2) (2) 入力欄入力欄入力欄入力欄    

・項目 項目リストから選択 
・内訳 内訳リストから選択 
・備考 備考リストから選択。複数選択すると文字列を追加していきます。 
 
・金額 入力パッドから入力します。 
・現金 入力パッドの登録ボタン、口座の場合は入力パッドの口座ボタンをクリック 
・口座 口座リストから口座を選択します。 
 
＜参照＞ 
 キーボード入力 
 
 
 

555...333   日日日日日日日日日日日日々々々々々々々々々々々々のののののののののののの入入入入入入入入入入入入力力力力力力力力力力力力：：：：：：：：：：：：キキキキキキキキキキキキーーーーーーーーーーーーボボボボボボボボボボボボーーーーーーーーーーーードドドドドドドドドドドド入入入入入入入入入入入入力力力力力力力力力力力力   
 
 データを効率よく入力するには、キーボードによる入力が一番です。メインの入力画面ではキーボード入力を
行うときは入力パッドを表示しません。 
 入力パッドを表示するかどうかは、項目または内訳の入力できまります。項目（内訳が設定されていない場合）
または内訳をキーボードで入力した場合は入力パッドは表示しません。 
 
(1) (1) (1) (1) 日付の変更日付の変更日付の変更日付の変更    

・翌月  Page Up（ただし入力パッドを表示していないとき） 
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・前月  Page Down（ただし入力パッドを表示していないとき） 
・日付  日付欄に数字１文字または２文字+(Enter) 
 
(2) (2) (2) (2) 各入力欄各入力欄各入力欄各入力欄    

・項目  項目の番号を数字２文字+(Enter) 
・内訳  内訳の番号を数字２文字+(Enter) 
・金額  数字を入力します。 
・備考  備考の番号を数字２文字(半角)+(Enter)。備考欄には番号の代わりに文字列が入ります。 
・口座  口座の番号を数字２文字+(Enter)。現金の場合は(Enter)のみで入力できます。 
 
口座を入力するとデータが登録されます。 
 
(3) 項目間の移動 
 
・↑   前入力欄へ移動 
・↓   次入力欄へ移動 
・←   前文字へカーソル移動 
・→   次文字へカーソル移動 
 
＜参照＞ 
 マウス入力 
 
 

555...444   日日日日日日日日日日日日々々々々々々々々々々々々のののののののののののの入入入入入入入入入入入入力力力力力力力力力力力力：：：：：：：：：：：：訂訂訂訂訂訂訂訂訂訂訂訂正正正正正正正正正正正正・・・・・・・・・・・・削削削削削削削削削削削削除除除除除除除除除除除除   
 
(1) (1) (1) (1) 訂正訂正訂正訂正 
・家計データをクリックします。 
・訂正ボタンで、データが入力欄に戻ります。 
・修正後登録する場合は、口座欄で(Enter)を入力するか、入力パッドを表示して登録ボタンをクリックします。 
・家計データをダブルクリックすると、訂正ボタンを使わずにデータが入力欄に戻ります。 
 
(2) (2) (2) (2) 削除削除削除削除 
・家計データをクリックします。 
・削除ボタンで、データを削除します。 
 
(3) (3) (3) (3) コピー（コピー（コピー（コピー（CTRL+CCTRL+CCTRL+CCTRL+C））））    

 入力画面で選択している家計データをクリップボードにコピーします。 
なお、家計簿データの識別子として、クリップボードにコピーするデータの先頭に「家計簿」の文字が入ってい
ます。 
 
(4) (4) (4) (4) 切り取り（切り取り（切り取り（切り取り（CTRL+XCTRL+XCTRL+XCTRL+X））））    

 入力画面で選択している家計データをクリップボードにコピーし、家計データから削除します。 
 
(5) (5) (5) (5) 貼り付け（貼り付け（貼り付け（貼り付け（CTRL+VCTRL+VCTRL+VCTRL+V））））    

 クリップボードにコピーされている家計データ（先頭に「家計簿」が入っています）を、入力欄に分解して貼
り付けます。 
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555...555   日日日日日日日日日日日日々々々々々々々々々々々々のののののののののののの入入入入入入入入入入入入力力力力力力力力力力力力：：：：：：：：：：：：検検検検検検検検検検検検索索索索索索索索索索索索   
 
 家計簿データを検索します。検索条件には期間、項目、内訳、金額、備考、口座が設定できます。複数の条件
を設定したときは全てＡＮＤ条件になります。 
 
・↑   現在から過去に遡って検索します。 
・↓   過去から現在に下って検索します。 
・金額  ０円は検索できません。 
・備考  文字列で検索できます。設定した文字列が備考に含まれている場合に一致とみなします。 
 
・継続ボタンまたは、入力画面でＦ３キー入力を入力すると検索を継続します。 
 
 

555...666   入入入入入入入入入入入入力力力力力力力力力力力力パパパパパパパパパパパパッッッッッッッッッッッッドドドドドドドドドドドド   
 マウスで金額を入力するためのパッドです。電卓と同じ様な操作イメージにしてあります。 
ただし、割り算をしても結果は整数部しか表示しません。また小数点以下は入力できません。 
 
(1) (1) (1) (1) ボタンボタンボタンボタン 
・＋税ボタン 消費税を計算して加算します。消費税の計算は１円未満切り捨てです。 
・登録ボタン 入力中のデータを登録します。口座入力欄が空白のときは現金として登録し、入力済みの 

ときは該当口座で登録します。 
・口座ボタン 口座リストを表示します。 
 
(2) (2) (2) (2) テンキーテンキーテンキーテンキー    

入力パッドの操作はマウスで行いますが、一部はキーボードのテンキーから入力できます。 
（ＰＣ／ＡＴパソコンの１０６／１０９キーボードを表記します） 
 
・数字  テンキー０～９ 
・＋   テンキー＋ 
・－   テンキー－ 
・×   テンキー＊ 
・÷   テンキー／ 
・＝   テンキー．  （９８キーボードでは"＝"） 
・Ｃ   Endキー 
・1/10  Homeキー 
・口座  Page Up 
・登録  Page Down 
 
＜参照＞ 
 マウス入力 
 キーボード入力 
 
 

555...777   ポポポポポポポポポポポポッッッッッッッッッッッッププププププププププププアアアアアアアアアアアアッッッッッッッッッッッッププププププププププププメメメメメメメメメメメメニニニニニニニニニニニニュュュュュュュュュュュューーーーーーーーーーーー   
 
 メインメニューおよび、ツールバーによる起動以外に、ポップアップメニューにより操作することができます。 
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(1)(1)(1)(1)    項目リスト項目リスト項目リスト項目リスト    

グラフメニュー、または帳票出力メニューを表示します。 
 
(2)(2)(2)(2)    家計簿データ家計簿データ家計簿データ家計簿データ    

家計データの編集メニュー、検索メニューを表示します。 
 

(3)(3)(3)(3)    カレンダーカレンダーカレンダーカレンダー    

今日、先月、来月、前年、翌年 のメニューを表示します。 
 
(4)(4)(4)(4)    内訳リスト・備考リスト内訳リスト・備考リスト内訳リスト・備考リスト内訳リスト・備考リスト    

項目、内訳、備考、口座変更のメニューを表示します。 
 
(5)(5)(5)(5)    入力欄入力欄入力欄入力欄    

テキスト編集メニューを表示します。 
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６６６６６６６６６６６６．．．．．．．．．．．．入入入入入入入入入入入入力力力力力力力力力力力力････････････編編編編編編編編編編編編集集集集集集集集集集集集                                                                        （（（（（（（（（（（（メメメメメメメメメメメメイイイイイイイイイイイインンンンンンンンンンンンメメメメメメメメメメメメニニニニニニニニニニニニュュュュュュュュュュュューーーーーーーーーーーー「「「「「「「「「「「「入入入入入入入入入入入入力力力力力力力力力力力力････････････編編編編編編編編編編編編集集集集集集集集集集集集」」」」」」」」」」」」））））））））））））   

666...111   パパパパパパパパパパパパタタタタタタタタタタタターーーーーーーーーーーーンンンンンンンンンンンン入入入入入入入入入入入入力力力力力力力力力力力力                                                                                    （（（（（（（（（（（（「「「「「「「「「「「「入入入入入入入入入入入入力力力力力力力力力力力力････････････編編編編編編編編編編編編集集集集集集集集集集集集」」」」」」」」」」」」→→→→→→→→→→→→「「「「「「「「「「「「パパパパパパパパパパパパタタタタタタタタタタタターーーーーーーーーーーーンンンンンンンンンンンン入入入入入入入入入入入入力力力力力力力力力力力力」」」」」」」」」」」」））））））））））））   
 給与明細のように、項目があらかじめ決まっているものを入力するための機能です。 
 パターン入力設定で、あらかじめ決まっている、項目、内訳、備考などを設定しておきます。 

 
(1)パターン名タブで目的のパターン入力フォームを選択します。 
(2)入力する日付を選択します。メイン画面の日付から 前２週間、後１週間の範囲から選択します。 
(3)項目、内訳は既に設定されているので 
・金額 
・備考 
を入力します。 
入力しない行については、 金額＝０とします。 

 
 収支欄に合計が表示されますから、整合性が取れるように支出、収入を入力します。 
 
(4)登録ボタンをクリックします。 
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666...222   小小小小小小小小小小小小計計計計計計計計計計計計入入入入入入入入入入入入力力力力力力力力力力力力                                                                                                            （（（（（（（（（（（（「「「「「「「「「「「「入入入入入入入入入入入入力力力力力力力力力力力力････････････編編編編編編編編編編編編集集集集集集集集集集集集」」」」」」」」」」」」→→→→→→→→→→→→「「「「「「「「「「「「小小小小小小小小小小小小計計計計計計計計計計計計入入入入入入入入入入入入力力力力力力力力力力力力」」」」」」」」」」」」））））））））））））   
 
レシートから入力するとき、一品々を「大根 １本 100円」、「牛肉 200g 500円」と記録する方もいます
が、細かいことは気にしないで「食料品 600円」とまとめて入れる方もいると思います。そういった、まとめ
て入れる方のための機能です。今まで、このような入力をするときは電卓で計算して合計を入力していました。 
 
 ツールバーの「小計入力」を起動し、目的のレシートを選択します。 

 
 
(1) (1) (1) (1) 入力入力入力入力    

・日付    前後３週間の中で選択できます。 
・金額の入力  金額+(Enter)を入力します。同じ項目は同じ金額欄に何回も入力します。 

小計欄と合計欄に積算していきます。 
・同じ物を複数個   入力欄で「 単価*個数 」と入力してください。合計が計算されます。 

例：100円の品を3個   100*3 
・内税品の入力    金額+ﾃﾝｷｰ「/」を入力してください。 

例：500円の書籍     500/ 
 
(2) (2) (2) (2) 消費税消費税消費税消費税    

・生成する消費税    消費税を分けて登録する場合は、消費税の項目－内訳を設定します。 
・消費税金額        消費税額は自動計算します。消費税の計算方法は、小数点以下切り捨てです。 
 

a) 消費税を分けて登録  オン 
 登録ボタンで登録する時に自動計算した税額を、設定済みの消費税の項目－内訳でデータを生成します。 
 

b) 消費税を分けて登録  オフ 
 各項目の外税金額に比例して小計欄に加算します。端数は一番金額が多い所に加えます。 
 
 消費税を細かく記録する場合はa）とするのがよいでしょう。 
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c) 消費税の修正   税額が計算値と合わないときは、登録前に消費税金額欄を修正してください。 

 
(3) (3) (3) (3) 訂正・クリア訂正・クリア訂正・クリア訂正・クリア    

・金額の訂正  小計部分をクリックしてください。その項目の入力履歴が表示されます。 
訂正する金額をクリックすると入力欄に戻ります。 

・クリア  クリアボタンで、入力中のレシートデータをクリアし、再入力できます。 
 
(4) (4) (4) (4) 登録登録登録登録    

・登録ボタンで、入力済みのデータを登録し、次のレシートを入力できます。 
・口座にクレジットカードを指定した場合は、クレジットカード決済データを自動的に作成します。 
 
 
 

666...333   レレレレレレレレレレレレシシシシシシシシシシシシーーーーーーーーーーーートトトトトトトトトトトト入入入入入入入入入入入入力力力力力力力力力力力力                                                                                                （（（（（（（（（（（（「「「「「「「「「「「「入入入入入入入入入入入入力力力力力力力力力力力力････････････編編編編編編編編編編編編集集集集集集集集集集集集」」」」」」」」」」」」→→→→→→→→→→→→「「「「「「「「「「「「レレレレレレレレレレレレシシシシシシシシシシシシーーーーーーーーーーーートトトトトトトトトトトト入入入入入入入入入入入入力力力力力力力力力力力力」」」」」」」」」」」」））））））））））））   
 スーパーで受け取ったレシートから「大根 １本 100円」、「牛肉 200g 500円」と一品々を記録する方の
ための機能です。消費税も分けて記録します。 
 レシート入力で入力すると、あとで商品の安値を検索することができます。 
 

6.3.1 準備準備準備準備 

(1)(1)(1)(1)商品名の登録商品名の登録商品名の登録商品名の登録    

・項目－内訳を選択します。 
・商品名の入力欄に商品名を入力します。 
・商品追加ボタン（またはF4キー）をクリックします。 
・商品名欄の内容が下段に追加されます。商品名は漢字６文字分です。各内訳ごとに最大９９まで登録できます。 
 
(2)(2)(2)(2)購入店の登録購入店の登録購入店の登録購入店の登録    

・購入店欄に店の名前を入力します。 
・購入店追加ボタン（またはF5キー）をクリックします。 
・購入店欄の内容が購入店リストに追加されます。購入店名は漢字４文字分です。家計簿データごとで１つ持っ
ていて最大４５店まで登録できます。 
 

6.3.2 入力時入力時入力時入力時 

(1) (1) (1) (1) ツールバーの「レシート入力」をクリックします。レシート入力画面が起動します。ツールバーの「レシート入力」をクリックします。レシート入力画面が起動します。ツールバーの「レシート入力」をクリックします。レシート入力画面が起動します。ツールバーの「レシート入力」をクリックします。レシート入力画面が起動します。    

・項目と内訳   入力する項目と内訳を選択します。改めて選択しない限りこの状態が継続されます。 
・日付      前後３週間の中で選択できます。 
・欄の移動    カーソルキーで入力欄の間を移動します。 
・１行の終了   商品名、単価、数量を入力すると小計を計算し、上のリスト部分に結果が反映されます。 

上段の右半分がレシートと同じ形になります。 
 
(2) (2) (2) (2) 商品名の入力商品名の入力商品名の入力商品名の入力    

・商品名の入力 項目－内訳ごとに商品名リストに表示されますから、その中から選択します。またはｷｰﾎﾞｰﾄﾞ
から半角数字２文字を入力します。 
 
(3) (3) (3) (3) 単価・数量の入力単価・数量の入力単価・数量の入力単価・数量の入力    
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・数量は小数点以下も入力できます。肉などグラム単位で価格が決められている商品は、単価に 100g 単位の価
格、数量に100g単位で入力します。単価×数量で小計を計算します。 
 例 100g 150円の豚肉 320g の商品 → 単価 = 150、 数量 = 3.2 
 
・単価の記録を残す必要がないときは、単価欄に小計金額を入力します。 
 例 1個120円の商品を３個購入 → 単価 = 360、 数量 = 1（初期値） 
 
・単価が不明の場合は、数量と小計を入力すると、単価を計算します。 
 例 320gで416円の肉 → 数量 = 3.2、小計 = 416 
 
(4) (4) (4) (4) 購入店の入力購入店の入力購入店の入力購入店の入力    

・購入店の入力 購入店リストに購入店が表示されますから、その中から選択します。 
 
(5) (5) (5) (5) 消費税消費税消費税消費税    

・消費税金額  自動計算します。消費税の計算方法は、小数点以下切り捨てです。 
・内税の商品  税ボタンで「外」「内」を切り替えてます。キーボードから入力するときは、 

テンキー「/」で切り替えます。 
・項目と内訳  消費税の項目と内訳は消費税設定ボタンで設定しておきます。未設定のままではエラーに 

なります。 
・修正   税額が計算値と合わないときは、登録前に消費税金額欄を修正してください。 
 
(6) (6) (6) (6) レシートデータの登録レシートデータの登録レシートデータの登録レシートデータの登録    

・登録ボタンで、入力済みのデータと消費税データを登録し、次のレシートを入力できます。 
・口座にクレジットカードを指定した場合は、クレジットカード決済データを自動的に作成します。 
 

6.3.3 訂正・クリア訂正・クリア訂正・クリア訂正・クリア 

・訂正   上段のリスト部分をダブルクリックすると入力欄に戻ります。 
・クリア  クリアボタンで、入力中のレシートデータ（上部のリスト）がクリアされます。 
 
＜留意点＞ 
 購入店を入力した場合は、備考欄に単価と購入店を自動的に記録します。このデータを元に安値記録の一覧表
を出力できます。購入店を入力しない場合は、単価と購入店の記録は行いません。 
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666...444   メメメメメメメメメメメメモモモモモモモモモモモモ入入入入入入入入入入入入力力力力力力力力力力力力                                                                                                                                                (((「「「「「「「「「「「「入入入入入入入入入入入入力力力力力力力力力力力力････････････編編編編編編編編編編編編集集集集集集集集集集集集」」」」」」」」」」」」→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→「「「「「「「「「「「「メメメメメメメメメメメメモモモモモモモモモモモモ入入入入入入入入入入入入力力力力力力力力力力力力」」」」」」」」」」」」)))   
 
 予定などのメモを入力します。メモのデータは家計簿データごとで持ちますので、メインメニュー「ファイル」
→「家計簿データの切り替え」で切り替えると新しいメモデータになります。 
 メインメニュー「設定」→「起動時の条件」で起動時にメモ表示をおこなう設定すると、家計簿ソフト起動時
または家計簿データ切り替え時に、該当日にメモがある場合はメモを表示します。 
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(1)(1)(1)(1)メモの入力メモの入力メモの入力メモの入力    

a) 日付の選択 
・カレンダーで入力する日付を選択します。前月は「<」、翌月は「>」ボタンを指定します。 
・何カ月先でも入力できます。 
 

b) メモの入力 
・メモの入力をします。１日当たり漢字１５０字分の入力領域があります。 
・登録ボタンで２週間分のメモを登録します。 
 

c)メモの検索 
・文字列を指定して、「↑」「↓」ボタンをクリックするとメモの文字列を検索することができます。 
 
(2) (2) (2) (2) 編集メニュー編集メニュー編集メニュー編集メニュー    

 編集メニューを使用してメモの編集ができます。 
・切り取り   ドラッグした領域をクリップボードへ切り取ります。 
・複写     ドラッグした領域をクリップボードへ複写します。 
・貼り付け   クリップボードの内容をカーソル位置へ貼り付けます。 
・削除     ドラッグした領域を削除します。 
 
(3)(3)(3)(3)メモデータエラーメモデータエラーメモデータエラーメモデータエラー    

 メモの内容と日付が合わなくなったり、重複した内容が別の日に表示されたりする場合は、メモデータの不良
が考えられます。 
プログラムの中に含まれる「修復.exe」を起動し、メモデータを修復することができます。 
Ver.2.0Aのメモに不具合があり、このバージョンでメモを作成・更新した場合、重複することがあります。 
 
 
(4) (4) (4) (4) メモの印刷メモの印刷メモの印刷メモの印刷    

a) a) a) a) 印刷開始印刷開始印刷開始印刷開始    

 カレンダーでメモを印刷する期間を指定します。１ページあたり２週間分を印刷します。 
 

b) b) b) b) 印刷の開始日印刷の開始日印刷の開始日印刷の開始日    

 印刷を日曜日から開始または、指定日から開始を選択します。 
 

c) c) c) c) 用紙サイズ・用紙方向・印刷フォント用紙サイズ・用紙方向・印刷フォント用紙サイズ・用紙方向・印刷フォント用紙サイズ・用紙方向・印刷フォント    

 印刷する条件を設定します。 
 
 なお、用紙の方向により、印刷形式が異なります。 
 縦長：１日６行で印刷します。入力行が６行を越えている場合は、改行を省略し６行に変更します。 
 横長：１日３行で印刷します。入力行が３行を越えている場合は、改行を省略し３行に変更します。 
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666...555   贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈答答答答答答答答答答答答入入入入入入入入入入入入力力力力力力力力力力力力                                                                                                                                    （（（（（（（（（（（（「「「「「「「「「「「「入入入入入入入入入入入入力力力力力力力力力力力力････････････編編編編編編編編編編編編集集集集集集集集集集集集」」」」」」」」」」」」→→→→→→→→→→→→「「「「「「「「「「「「贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈答答答答答答答答答答答答入入入入入入入入入入入入力力力力力力力力力力力力」」」」」」」」」」」」））））））））））））   
 贈答（品物）を記録します。ツールバーの「贈答」で起動します。 
 

 
 
(1) (1) (1) (1) 入力入力入力入力    

・日付    カレンダーで日付を選択します。 
・贈答相手 相手リストから贈答相手を選択します。 
・贈答事由  贈答の事由（入学祝いなど）をリストから選択します。直接入力もできます。 
・品物の名前 品物の名称をリストから選択します。直接入力もできます。 
・金額の入力  おおよその金額を入力します。登録ボタンまたは Enterキーで、データが登録されます。 
 
・受／贈    たいていは品物をもらいますから「受」ですが、たらい回しのように、既にある品物を贈る 

場合は「贈」とします。 
 
(2) (2) (2) (2) 訂正･削除訂正･削除訂正･削除訂正･削除    

入力済みデータをクリックし、訂正ボタンをクリックすると、データが入力欄に戻ります。 
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(3) (3) (3) (3) 贈答事由の登録贈答事由の登録贈答事由の登録贈答事由の登録    

 出産祝い、入学祝いなど典型的な事由は初期値として設定済みですが、それ以外に追加できます。 
 
・登録   「品物の名称」欄に入力し、登録ボタンで登録します。 
・削除   贈答の事由リストで選択し、右マウスボタンで削除メニューが表示されます。 
 
(4) (4) (4) (4) 品物の名称の登録・削除品物の名称の登録・削除品物の名称の登録・削除品物の名称の登録・削除    

 たびたび贈る品物の名称は登録しておくと再利用に便利です。 
 
・登録   「品物の名称」欄に入力し、登録ボタンで登録します。 
・削除   品物の名称リストで選択し、削除ボタンで削除できます。 
 
(5) (5) (5) (5) 贈答相手の追加贈答相手の追加贈答相手の追加贈答相手の追加    

 贈答相手の追加ボタンをクリックすると「贈答相手設定」が起動します。 
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666...222   全全全全全全全全全全全全デデデデデデデデデデデデーーーーーーーーーーーータタタタタタタタタタタタのののののののののののの再再再再再再再再再再再再計計計計計計計計計計計計算算算算算算算算算算算算                                                メメメメメメメメメメメメイイイイイイイイイイイインンンンンンンンンンンンメメメメメメメメメメメメニニニニニニニニニニニニュュュュュュュュュュュューーーーーーーーーーーー「「「「「「「「「「「「入入入入入入入入入入入入力力力力力力力力力力力力････････････編編編編編編編編編編編編集集集集集集集集集集集集」」」」」」」」」」」」→→→→→→→→→→→→「「「「「「「「「「「「全全全全全全全全全全全全デデデデデデデデデデデデーーーーーーーーーーーータタタタタタタタタタタタのののののののののののの再再再再再再再再再再再再計計計計計計計計計計計計算算算算算算算算算算算算」」」」」」」」」」」」   
 
 現金や口座、支出、収入項目の残高がおかしくなったときに、全てのデータを読み込んで再計算を行うもので
す。１０年分のデータを再計算しても、それほどの時間はかかりませんので、ときどき行うことをお勧めします。 
 
 残高がおかしくなる、具体的な事例には次のようなものが考えられます。  
 
・ＰＣのシステム日付を変えた  ・・・日付を過去に戻すとおかしくなります。 
・パソコンの電源が途中で切れた ・・・現金や口座残高が合わなくなります。 
・家計簿ソフトが途中でこけた  ・・・現金や口座残高が合わなくなります。 
・ファイルが壊れた       ・・・自動バックアップ機能を使いましょう。 
・家計簿ソフトのバグ      ・・・メールで報告をお願いします。
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666...333   項項項項項項項項項項項項目目目目目目目目目目目目････････････内内内内内内内内内内内内訳訳訳訳訳訳訳訳訳訳訳訳････････････口口口口口口口口口口口口座座座座座座座座座座座座のののののののののののの並並並並並並並並並並並並びびびびびびびびびびびび替替替替替替替替替替替替ええええええええええええ                        （（（（（（（（（（（（メメメメメメメメメメメメイイイイイイイイイイイインンンンンンンンンンンンメメメメメメメメメメメメニニニニニニニニニニニニュュュュュュュュュュュューーーーーーーーーーーー「「「「「「「「「「「「入入入入入入入入入入入入力力力力力力力力力力力力････････････編編編編編編編編編編編編集集集集集集集集集集集集」」」」」」」」」」」」→→→→→→→→→→→→「「「「「「「「「「「「項項項項項項項項項項項項目目目目目目目目目目目目････････････内内内内内内内内内内内内訳訳訳訳訳訳訳訳訳訳訳訳････････････口口口口口口口口口口口口座座座座座座座座座座座座のののののののののののの並並並並並並並並並並並並びびびびびびびびびびびび替替替替替替替替替替替替ええええええええええええ」」」」」」」」」」」」））））））））））））   

 
 設定済みの項目、内訳、口座を並び替えます。また過去のデータも新しい項目、内訳、口座に更新します。な
お、項目や内訳の統合はできません。 
 
(1) (1) (1) (1) バアックアップバアックアップバアックアップバアックアップ    

項目･内訳･口座の並び替えは、すべてのデータを書き換えますので、万が一のため、並び替えを行う前に必ずバ
ックアップをとっておいてください。 
 
(2) (2) (2) (2) データのチェックデータのチェックデータのチェックデータのチェック    

 家計データの中にエラーデータが含まれていますと正常に動作しません。最初にデータが正しいかどうかをチ
ェックしてください。 
 
(3) (3) (3) (3) 項目、口座項目、口座項目、口座項目、口座    

 現在の設定値が表示されますので、並び替える順番で移動します。Sift+マウス左ボタンで範囲指定できます。
またダブルクリックでも移動します。 
 
(4) (4) (4) (4) 内訳内訳内訳内訳    

 内訳のときは、最初に項目を選択します。現在の内訳が表示されますので、並び替える順番で移動します。な
お、口座間振替は内訳が口座となっているため変更できません。 
贈答項目は、収入項目と支出項目が同じ内訳になっています。贈答項目を選択したときは、対応する贈答収入項
目または贈答支出項目の内訳も同時に変更します。 
 
 並び替えボタンで、設定値の並び替えと、入力済みデータの書き換えを行います。 
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７７７７７７７７７７７７．．．．．．．．．．．．帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳票票票票票票票票票票票票のののののののののののの種種種種種種種種種種種種類類類類類類類類類類類類                                                （（（（（（（（（（（（メメメメメメメメメメメメイイイイイイイイイイイインンンンンンンンンンンンメメメメメメメメメメメメニニニニニニニニニニニニュュュュュュュュュュュューーーーーーーーーーーー「「「「「「「「「「「「帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳票票票票票票票票票票票票」」」」」」」」」」」」））））））））））））   

777...111   帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳票票票票票票票票票票票票出出出出出出出出出出出出力力力力力力力力力力力力   
 
 帳票出力には次の１４種類があります。このメニューは表示／非表示を設定できます（メニューのカスタマイ
ズ）。 
 月間、年間で集計する帳票は「月の開始日」（締め日）を考慮します。従って月の開始日が２５日の場合、年は
１２月２５日～翌年１２月２４日になります。また銀行休日の前日、後日を選択した場合は、それも考慮します。 
 
(1) (1) (1) (1) 明細表明細表明細表明細表    

現金出納帳    １ヶ月の現金の入出金を記録した帳票 
項目別明細表   １ヶ月の項目別に明細を出力した帳票 
口座別明細表   １ヶ月の口座の入出金を記録した帳票 
 
(2) (2) (2) (2) 収支表収支表収支表収支表    

日別収支表    １日ごとで１週間分の収支を集計した帳票 
月間収支表    １ヶ月の収支を集計した帳票 
年間収支表    １年間の収支を集計した帳票 
項目別内訳表   １ヶ月、１年間の項目別に内訳ごとで集計した帳票 
 
(3) (3) (3) (3) 推移表推移表推移表推移表    

項目･口座推移表  １年間の項目と口座の推移を記録した帳票 
項目別内訳推移表 １年間の内訳の推移を記録した帳票 
複数年比較表   複数年で項目や口座残高を比較した帳票 
 
(4) (4) (4) (4) その他その他その他その他    

相手別贈答一覧表 相手ごとで贈答経過を記録した帳票 
商品安値一覧表  商品の安値を記録した帳票 
備考集計表    特定の備考で検索し集計した帳票 
収支計画表    予算設定で１年間の予算設定値を集計した帳票。予算設定から呼び出します。 

（メニューの表示／非表示はできません） 
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7.1.1 現金出納帳、項目別、口座別明細表現金出納帳、項目別、口座別明細表現金出納帳、項目別、口座別明細表現金出納帳、項目別、口座別明細表                 

 
 下記の帳票は「月の開始日」（締め日）を考慮します。また、月の選択で、Shift+マウス左ボタンで連続した複
数の月を選択できます。 
 
(1) (1) (1) (1) 現金出納帳現金出納帳現金出納帳現金出納帳    

 現金の出し入れを記録した帳票です。 
 
・出力の選択 
現金出納  現金出納データのみ出力します。 
全データ  口座間振替、金券、物品も含めた全データを出力します。 
 
・出力の順番 
 データの出力順を選択します。 
 
支出→収入  支出、預金、収入の順に出力します。メインの入力画面と同じ順で出力します。 
収入→支出  収入、預金、支出の順に出力します。１日の中で現金がマイナスになることを防ぎます。 
 
(2) (2) (2) (2) 項目別明細表項目別明細表項目別明細表項目別明細表    

 項目ごとに現金、口座の出し入れを記録した帳票です。財務でいう元帳のようなものです。 
 
・内訳順で出力する 
 オフ 項目－日付でソートして出力 
 オン 項目－内訳順でソートします。 
 
・出力ページ吸うの節約 
 オフ 項目ごとで改ページします。 
 オン 複数の項目を指定した場合、空白行を置いて続けて出力します。用紙を節約することができます。 
 
(3) (3) (3) (3) 口座別明細表口座別明細表口座別明細表口座別明細表    

 口座ごとの現金の出し入れを記録した帳票です。 
 
・出力の選択 
口座ごとの出力  口座の選択で指定した口座について明細を出力します。 
全項座まとめて  全ての口座について出力します。金券、贈答用物品も出力します。 
ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ決済  ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞの決済データを表示します。来月、再来月の決済予定データも表示できます。 
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7.1.2 日別、月間、年間収支、項目別内訳表日別、月間、年間収支、項目別内訳表日別、月間、年間収支、項目別内訳表日別、月間、年間収支、項目別内訳表         

 
 下記の帳票は日別収支表を除いて「月の開始日」（締め日）を考慮します。 
 
(1) (1) (1) (1) 日別収支表日別収支表日別収支表日別収支表    

 １日ごとで、１週間分を１ページにまとめて収支表を出力します。 
 
・期間    計算する期間を、週単位、月単位を選択できます。  
 
・出力開始日 出力を開始する日付、または対象の月を選択します。 
・期間    出力する期間を選択します。 
・開始曜日  出力する開始曜日を指定します。 
 
 １ページをスクロール無しで見ることができるように、収入項目、預金項目、口座は、それぞれ１行で出力し
ています。 
 
(2) (2) (2) (2) 月間収支表月間収支表月間収支表月間収支表    

 １ヶ月分の収支表を、予算との比較で出力します。 
 
(3) (3) (3) (3) 年間収支表年間収支表年間収支表年間収支表    

 １年間の収支表を、予算との比較で出力します。 
 
(4) (4) (4) (4) 項目別内訳表項目別内訳表項目別内訳表項目別内訳表    

 それぞれの項目について、内訳の集計を出力します。集計期間を１ヶ月と１年を選択できます。 
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7.1.3 項目･口座、内訳推移表、複数年比較表項目･口座、内訳推移表、複数年比較表項目･口座、内訳推移表、複数年比較表項目･口座、内訳推移表、複数年比較表             

 
 下記の帳票は「月の開始日」（締め日）を考慮します。 
 
(1) (1) (1) (1) 項目･口座推移表項目･口座推移表項目･口座推移表項目･口座推移表    

 項目合計および口座残高の推移を１年（年または年度）にわたって出力します。 
 
・予算の反映 このチェックボックスをオンとすると、今年（今年度）について、来月以降のデータを予算
の設定値を使って出力します。今年１年間の見通しを立てることができます。 
 
(2) (2) (2) (2) 項目別内訳推移表項目別内訳推移表項目別内訳推移表項目別内訳推移表    

 項目ごとの内訳合計の推移を１年（年または年度）にわたって出力します。 
 
(3) (3) (3) (3) 複数年比較表複数年比較表複数年比較表複数年比較表    

 項目合計および口座残高の推移を複数年にわたって出力します。 
 
 
 

7.1.4 その他の帳票その他の帳票その他の帳票その他の帳票                 

 
(1) (1) (1) (1) 相手別贈答一覧表相手別贈答一覧表相手別贈答一覧表相手別贈答一覧表    

 相手ごとで、贈答の経過を記録した帳票です。 
 
(2) (2) (2) (2) 商品安値一覧表商品安値一覧表商品安値一覧表商品安値一覧表    

 レシート入力で入力した商品単価をもとに、単価の安い順でソートして出力した帳票です。帳票表示には１ペ
ージ分のみ出力します。 
 
(3) (3) (3) (3) 備考集計表備考集計表備考集計表備考集計表    

 指定された期間で、備考に含まれる文字列を検索して、一致するデータを集計します。旅行等の特別な行事を
まとめた合計金額を知りたい場合に有用です。 
 
・OR/AND    文字列を２個指定した場合、OR条件で検索するか、AND条件で訓策するかを指定します。 
・出力の形式  明細（一つ一つのデータを出力）、項目で集計を選択します。 
 
(4) (4) (4) (4) 収支計画表収支計画表収支計画表収支計画表    

 予算設定の中で出力する帳票です。設定した予算をもとに、１年間の収支計画表を出力します。 
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777...222 そそそそそそそそそそそそのののののののののののの他他他他他他他他他他他他のののののののののののの帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳票票票票票票票票票票票票機機機機機機機機機機機機能能能能能能能能能能能能   
 

7.2.1 帳票表示帳票表示帳票表示帳票表示                    （各帳票出力から呼出）（各帳票出力から呼出）（各帳票出力から呼出）（各帳票出力から呼出） 

 帳票作成で実行ボタンを指定すると、帳票データを画面に表示します。表示した内容をプリンタ、表計算ソフ
ト、日本語ワードプロセッサ（日本語ＷＰ）、ＴＸＴファイル、ＣＳＶファイル、クリップボードへ出力できます。 
 
(1) (1) (1) (1) 印刷印刷印刷印刷    

・印刷ボタンをクリックします。 
・複数ページの場合は出力範囲を指定します。範囲を入力し「継続」ボタン、中断は「ｷｬﾝｾﾙ」ボタンを指定しま
す。 
・プリンタ選択画面が表示されます。用紙方向、出力プリンタを設定し、［ＯＫ」ボタンで印刷、「ｷｬﾝｾﾙ」ボタン
で印刷中断になります。 
 
(2) (2) (2) (2) 表計算へのデータ出力表計算へのデータ出力表計算へのデータ出力表計算へのデータ出力    

・表計算ボタンをクリックします。表計算ソフトが起動されます。 
・表計算ボタンの表示は、メインメニュー「表計算・ＷＰ設定」の中で「ＣＳＶファイル作成」と設定してある
ときは、ＣＳＶファイルボタンになり、指定したファイル名でファイルを作成します。 
 
(3) (3) (3) (3) ＷＰソフトへのデータ出力ＷＰソフトへのデータ出力ＷＰソフトへのデータ出力ＷＰソフトへのデータ出力    

・ＷＰボタンをクリックします。ＷＰソフトが起動されます。 
・ＷＰボタンの表示はメインメニュー「表計算・ＷＰ設定」の中で「ＴＸＴファイル作成」と設定してあるとき
は、ＴＸＴファイルボタンになり、指定したファイル名でファイルを作成します。 
 
(4) (4) (4) (4) クリップボードへ出力クリップボードへ出力クリップボードへ出力クリップボードへ出力    

・出力する範囲をクリックまたはドラッグで指定します。 
 出力範囲の指定は、 
 
・左上角グレーのセルをクリックすると全セル 
・左側グレーのセルをクリックすると１行 
・上側グレーのセルをクリックすると１列 
・目的のセルをクリックしてドラッグすると複数のセル 
 
 だたしグレー部分はクリップボードへ出力できません。 
 
・複写ボタンを指定します。 
 
(5) (5) (5) (5) 表示ページの選択表示ページの選択表示ページの選択表示ページの選択    

 複数ページにまたがる帳票ではページ選択ボタンが表示されます。 
 
・Page1、＜、＞、Page nn のボタンを指定します。 
 
 Page1 ボタン  先頭ページ  
＜     ボタン  前ページ 
＞     ボタン  次ページ 
 Page nnボタン  最終ページへ移ります。 
 
 またページ表示に直接、ページ番号を入力することも可能です。 
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7.2.2 出力ページ選択出力ページ選択出力ページ選択出力ページ選択         (各帳票出力から各帳票出力から各帳票出力から各帳票出力から) 

 
 表計算ソフト、ＷＰソフトへ出力するページを設定します。また、表計算ソフト、ＷＰソフトへ出力する場合
はファイル名を変更できます。 
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7.2.3 プリンタ出力プリンタ出力プリンタ出力プリンタ出力                (各帳票出力から各帳票出力から各帳票出力から各帳票出力から) 

 
 帳票表示で、出力先として印刷ボタンを指定す
ると、印刷を行います。 
 
(1) (1) (1) (1) 印刷範囲の指定印刷範囲の指定印刷範囲の指定印刷範囲の指定    

 複数ページの帳票では印刷範囲を入力します。 
 
(2) (2) (2) (2) プリンタ選択プリンタ選択プリンタ選択プリンタ選択    

 出力するプリンタを選択します。 
 
(3) (3) (3) (3) 用紙サイズ・方向・フォント用紙サイズ・方向・フォント用紙サイズ・方向・フォント用紙サイズ・方向・フォント    

 用紙サイズ、用紙方向、フォントを変更できま
す。 
 用紙方向は、例えば推移表等は１２ヶ月分を出
力しますので横長とする等、目的に応じて変更し
てください。 
 用紙サイズはＡ４、Ｂ４で印刷可能です。Ｂ５
では一部の帳票で文字が小さくなります。推移表
等の横長の帳票はＢ４で印刷すると、ちょうど良
い配置、文字サイズになります。 
 
(4) (4) (4) (4) 余白余白余白余白    

 余白を設定します。単位はmmです。なおプリ
ンタの種類によっては、印刷上の余白とプログラ
ムで設定する余白とが一致しない場合があります。そのときは、印刷に合わせて余白の値を調整してください。 
 
 
＜注意＞＜注意＞＜注意＞＜注意＞    
・キャノンのプリンタを使用する場合、印刷のモードを「文書」ではなく、「グラフィック」にしてください。・キャノンのプリンタを使用する場合、印刷のモードを「文書」ではなく、「グラフィック」にしてください。・キャノンのプリンタを使用する場合、印刷のモードを「文書」ではなく、「グラフィック」にしてください。・キャノンのプリンタを使用する場合、印刷のモードを「文書」ではなく、「グラフィック」にしてください。    
「スタート」→「設定」→「プリンタ」→目的のプリンタをマウス右クリック「プロパティ」の中で設定します。「スタート」→「設定」→「プリンタ」→目的のプリンタをマウス右クリック「プロパティ」の中で設定します。「スタート」→「設定」→「プリンタ」→目的のプリンタをマウス右クリック「プロパティ」の中で設定します。「スタート」→「設定」→「プリンタ」→目的のプリンタをマウス右クリック「プロパティ」の中で設定します。    
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８８８８８８８８８８８８．．．．．．．．．．．．ググググググググググググララララララララララララフフフフフフフフフフフフ                                                メメメメメメメメメメメメイイイイイイイイイイイインンンンンンンンンンンンメメメメメメメメメメメメニニニニニニニニニニニニュュュュュュュュュュュューーーーーーーーーーーー「「「「「「「「「「「「ググググググググググググララララララララララララフフフフフフフフフフフフ」」」」」」」」」」」」   
 グラフは６種類ありますが、それぞれのグラフの中で、条件を選択すると、さらに多くの種類のグラフが表示
できます。 
 
(1) (1) (1) (1) 月間収支グラフ月間収支グラフ月間収支グラフ月間収支グラフ    

 １ヶ月間の収入、支出の実績を棒、円グラフで表示します。また予算との比較を棒グラフで表示します。 
ソートチェックをオンとすると、金額の大きい順にソートされＡＢＣ分析が出来ます。 
 
(2) (2) (2) (2) 項目別内訳グラフ項目別内訳グラフ項目別内訳グラフ項目別内訳グラフ    

 内訳が設定されている項目の内訳を棒グラフ、円グラフで表示します。対象期間を月間と年間の２種類選択で
きます。 
ソートチェックをオンとすると、金額の大きい順にソートされＡＢＣ分析が出来ます。 
 
(3) (3) (3) (3) 年間推移グラフ年間推移グラフ年間推移グラフ年間推移グラフ    

 １年間の支出項目、収入項目、口座残高の推移を棒グラフで表示します。 
 
(4) (4) (4) (4) 内訳推移グラフ内訳推移グラフ内訳推移グラフ内訳推移グラフ    

 １年間の支出項目、収入項目の内訳の推移を折れ線グラフで表示します。このグラフのみ２次元グラフです。 
 
(5) (5) (5) (5) 複数年比較グラフ複数年比較グラフ複数年比較グラフ複数年比較グラフ    

 複数年にわたって、各項目の実績、予算との比較、口座残高の推移を棒グラフで表示します。 
 
(6) (6) (6) (6) 項目別月間推移グラフ項目別月間推移グラフ項目別月間推移グラフ項目別月間推移グラフ    

 毎日の各項目の実績、予算との比較を棒グラフにします。 
 
 
積み上げグラフ、棒グラフ、円グラフでは、グラフ部分にマウスを置くと、該当データの数値を表示します。 
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９９９９９９９９９９９９．．．．．．．．．．．．ヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒンンンンンンンンンンンントトトトトトトトトトトト：：：：：：：：：：：：記記記記記記記記記記記記録録録録録録録録録録録録のののののののののののの方方方方方方方方方方方方法法法法法法法法法法法法   

999...111 口口口口口口口口口口口口座座座座座座座座座座座座のののののののののののの処処処処処処処処処処処処理理理理理理理理理理理理   
 
 口座への出し入れは次のように入力します。 
 
(1) (1) (1) (1) 預金預け入れ預金預け入れ預金預け入れ預金預け入れ    

 銀行などの口座へ現金を預け入れる場合は、次のようにします。 
 項 目     内 訳   金 額    備 考     口 座 
26 預金預け入れ               20,000  毎月の積立   02 銀行１定期 
 
(2) (2) (2) (2) 預金引き出し預金引き出し預金引き出し預金引き出し    

 銀行などの口座から預金を引き出す場合は、次のようにします。 
 項 目     内 訳   金 額    備 考     口 座 
27 預金引き出し         20,000  臨時の生活費  01 銀行１総合 
 
(3) (3) (3) (3) 口座間振替口座間振替口座間振替口座間振替        

 口座間で金額を移動するには「28 口座間振替」を使います。移動元は口座、移動先は内訳になります。 
 項 目       内 訳     金 額   備 考     口 座 
28 口座間振替  04 銀行２定期  20,000  口座間の移動  01 銀行１総合 
 
 この例では「01 銀行１総合」から「04 銀行２定期」へ預金が移動します。 
 
(4) (4) (4) (4) 新規開設新規開設新規開設新規開設    

 銀行口座を新規に開設した場合は、ﾃﾞｰﾀ入力開始月･口座･初期残高設定で残高０で設定します。 
 
 
(5) (5) (5) (5) 口座の解約口座の解約口座の解約口座の解約    

 解約した口座については削除しないでください。この家計簿では過去のすべてのデータを保存していますので、
口座を削除するとその口座に関連した過去のデータが処理できなくなってしまいます。 
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999...222   還還還還還還還還還還還還付付付付付付付付付付付付金金金金金金金金金金金金   
 
 年末調整や保険の配当金などは家計簿に記録する方法がちょっとむづかしいです。 
 
 年末調整で戻ってきたお金は、税金が先取りされていただけですから、収入ではありません。一方、保険の配
当金では、保険の性質でいろいろありますが、かけ捨て保険のように余った場合に戻るのは収入ではありません
が、運用益として戻るのは収入になります。 
 
 資産として増えた場合は収入、先払いしたお金の一部が戻ってきたときは還付として記録します。このような
分け方をしないと、年収などが正確になりません。年収がいくらになるか正確に知るというのはライフプランを
立てたり、今年や来年の貯蓄額を予想するのにとても重要です。 
 
・収入として記録 ・・・・ 収入項目で記録します。（雑収入など） 
・還付として記録 ・・・・ 支出項目でマイナスで記録します。 
 
 立て替えたお金が戻ってきた場合も、支出項目でマイナスで記録します。 
 もっともこの様な還付金はご主人の小遣いになってしまい、家計の足しにならないことも多いですが。 
 
 例 
 
・年末調整の還付 
 項 目     内 訳   金 額    備 考     口 座 
02 税 金   07 還付金   -200,000          01 銀行１総合 
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999...333   ククククククククククククレレレレレレレレレレレレジジジジジジジジジジジジッッッッッッッッッッッットトトトトトトトトトトトカカカカカカカカカカカカーーーーーーーーーーーードドドドドドドドドドドド   
 
 スーパーやデパートが発行しているクレジットカードがあります。でもこれを家計簿に記録するのは結構大変
です。食料品等を家計簿に入力する場合、今月の食費を見たい場合には、購入日に入力する必要があります。し
かし実際の支払いは１～２ヶ月後です。 
 
 ですから、購入日に入力すると、現金や口座の残高が合わなくなってしまいますし、支払日に入力すると今月
の食費が分からなくなってしまいます。これを、ちゃんと処理するためにクレジットカード口座が設定できます。 
 
(1) (1) (1) (1) 入力入力入力入力    

 購入時にクレジットカード口座からの支払いで入力しますと、自動的に決済データを作成します。決済データ
はクレジットカード設定で設定した振替口座、締切日、振替日に従って作成します。 
 
・購入日に次のように入力します。（JUSCO ｶｰﾄﾞで） 
 項 目    内 訳   金 額   備 考    口 座 
05 食費    01 主食    5,000   米     17 JUSCO ｶｰﾄﾞ 
 
・次のような決済データを自動作成します。（銀行１総合から支払う場合） 
 項 目    内 訳        金 額  備 考     口 座 
28 口座間振替 17 JUSCO ｶｰﾄ  ゙   5,000  X月Y日決済 01 銀行１総合 
 
 このようにすると、今月の食費も分かりますし、口座残高も合います。 
 
(2) (2) (2) (2) 確認確認確認確認    

 クレジット会社から振替通知がきたとき、先に作成された決済データが正しいかどうか確認します。決済デー
タは既に作成してありますので、内容を確かめます。 
 締切日近くの購入では、決済が翌々月にまわることがあります。このときは該当家計データを次の月に移動し
ます。 
 
 
・該当家計データをマウスでクリックします。 
・マウス右ボタンをクリックします。 
・翌月へ移動を選択します。 
 
 なおこの方法では、移動先の月の銀行休日を考慮しません。 
 
 また、口座別明細表で、クレジットカード決済を選択しますと、来月または再来月のクレジットカードの決済
額の明細を一覧で見ることができます。 
 
 
＜参照＞ 
 借入金 
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999...444   借借借借借借借借借借借借入入入入入入入入入入入入金金金金金金金金金金金金(((キキキキキキキキキキキキャャャャャャャャャャャャッッッッッッッッッッッッシシシシシシシシシシシシンンンンンンンンンンンンググググググググググググ)))   
 
(1) (1) (1) (1) 住宅ローンや車のロ住宅ローンや車のロ住宅ローンや車のロ住宅ローンや車のローンーンーンーン    

 このような大金は、借りてもそのまま住宅会社や販売店に支払われてしまいますから、家計簿ソフトにはロー
ンの返済のみ、ローン設定に設定するのが良いと思います。 
 借入金額をはっきりさせて元金と利息を分けて記録したい場合は次のようにします。 
最初に口座設定で口座に借入金をマイナスで設定します。 
 
 口座名      残 高 
12 住宅ローン   -20,000,000   ←元金 
 
 ローン設定で次のように設定します。 
 項 目       内 訳     金額    口座 
38 口座間振替  12 住宅ローン     20,000   01 銀行口座１ 

 20,200      ← 返済額は毎月違います 
20,400 

                                     ： 
22 借入利息   01 住宅ローン   30,000   01 銀行口座１ 
                                  29,800      ← 利息も毎月違います 
                                  29,600  
                                       ： 
 
 このようにすれば、元金返済と利息を分け記録することができますが、１年ごとで設定しなくてはなりません
から設定が面倒になります。 
 
 
(2) (2) (2) (2) カードローンやサラリーローンからの借入金カードローンやサラリーローンからの借入金カードローンやサラリーローンからの借入金カードローンやサラリーローンからの借入金    ((((キャッシングキャッシングキャッシングキャッシング))))    

 クレジットカード口座やサラリーローン口座を設定して、口座からの「引き出し」（口座残高はマイナス）で記
録するのが良いと思います。そうすることで、資産から常にマイナスされますから、「借金をしている」という意
識も働いて無駄遣いも少なくなります。 
 
 返済データの入力では、借入金はクレジットカード口座やサラリーローン口座へ「預け入れ」（現金）、「口座間
振替」（引き落とし）で返し、利息や手数料は「借入利息」等で記録します。利息は、借りるために必要な支出で、
借入金ではありませんから。利息と借入金の区別は、カード会社からの明細表に記述してあるはずです。 
 
 例（口座を使った場合） 
 
・借りるとき 
 項 目     内 訳     金 額    備 考    口 座 
27 預金引き出し           20,000  臨時の生活費  12 松富士 
 
・返済するとき  
 項 目     内 訳     金 額    備 考     口 座 
28 口座間振替  12 松富士    20,000  ｻﾗﾘｰﾛｰﾝ返済   01 銀行１総合 ←借入金の返済 
24 借入金返済  01 借入利息    1,000          01 銀行１総合 ←利息の支払い 
 
(3) (3) (3) (3) 一時的に借りたお金一時的に借りたお金一時的に借りたお金一時的に借りたお金    

 友人等に一時的に立て替えてもらったお金は、支出項目に「借入金返済」を作成し、借りたときはマイナスで
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記録、返したときはプラスで記録という方法がよいでしょう。 
 または、口座で「一時借入金」を設定して、そこから「引き出し」（口座残高はマイナス）たことにする方法も
とれます。 
 
 
＜参照＞ 
 クレジットカード 
 一括払い 
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999...555   リリリリリリリリリリリリボボボボボボボボボボボボ払払払払払払払払払払払払いいいいいいいいいいいい   
 
 魔法の媚薬、クレジットカードのリボ払いはクレジットカード設定ではうまくできません。リボ払いでは購入
額に関わらず返済額が一定額になりますから、ローン設定や振替設定を利用するのが良いでしょう。 
 
・ローンまたは振替設定で次のように設定します。 
 項 目     内 訳     金 額  備 考    口 座 
24 借入金返済           30,000        01 銀行１口座   
 
より正確な入力 
 リボ払いによる購入を支出項目に正確に反映させようとすると入力が少し複雑になります。ただこちらの方が、
リボ払いの特徴が良く分かります。 
 
・リボ払い口座を作成します。 
 口座名      種別 
19 リボ払い口座  銀行･郵貯 
 
・購入日に次のように入力します。 
 項 目     内 訳    金 額  備 考    口 座 
11 住居･備品  11 家電製品  160,000  ビデオ   19 リボ払い口座 
 
 リボ払い口座はマイナスになります。複数回、購入しても同じように入力します。 
・ローンまたは振替設定で次のように設定します。 
 項 目       内 訳     金 額  備 考    口 座 
28 口座間振替 19 リボ払い口座  27,000         01 銀行１口座  ←元金の返済 
24 借入金返済 01 借入利息     3,000         01 銀行１口座  ←利息の支払い 
 
 ただし、利息と元金返済額は変わりますので通知がきたとき訂正します（利息＋元金返済額は一定）。 
 
 
＜参照＞ 
 クレジットカード 
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999...666   一一一一一一一一一一一一括括括括括括括括括括括括払払払払払払払払払払払払いいいいいいいいいいいい・・・・・・・・・・・・分分分分分分分分分分分分割割割割割割割割割割割割払払払払払払払払払払払払いいいいいいいいいいいい   
 
(1) (1) (1) (1) 一括払い一括払い一括払い一括払い    

 ボーナス一括払いのように、口座に設定してない信販会社に１回限りの契約で購入した場合です。 
 
 これは家電製品の購入などでお世話になることが多いのですが、日常的に発生するものではありません。支払
日にデータを入力する方法でもかまわないでしょう。 
 
 例えば、１０月２０日にビデオカメラを購入して、支払いが１２月２０日の一括払いの場合は、１２月２０日
にカレンダーを移動して、そこで支払いデータを入力します。 
 
・支払い日に次のように入力します。 
 項 目       内 訳    金 額  備 考    口 座 
11 住居･備品  11 家電製品  120,000  ビデオ   01 銀行１口座 
 
(2) (2) (2) (2) 分割払い分割払い分割払い分割払い    

 分割払いには二つの記録方法があります 
 a)ローン設定で期限付きの設定を行います。 
 項 目      内 訳    金 額  備 考     口 座        期限 
11 住居･備品  11 家電製品   20,000  ビデオ   01 銀行１口座  6ヵ月分   
 
 b)専用口座を設定し、購入時にその口座から借り入れ、ローン設定で期限付きの設定を行います。 
 購入時 
 項 目     内 訳    金 額  備 考    口 座 
11 住居･備品  11 家電製品  120,000  ビデオ   01 借入口座 
 
 ローン設定 
 項 目       内 訳   金 額  備 考    口 座        期限 
28 口座間振替  01 借入口座   20,000  ビデオ   01 銀行１口座  6ヵ月分 
 
上記 a) と b) の違いは、支出が毎月記録されるか、購入時に記録されるか、になります。 
たとえば、ビデオカメラを１２万円で購入し、６ヶ月で分割払いしたときた場合、a)では６ヶ月にわたってビデ
オカメラの支出（２万円）が続きます。b)では購入時に１２万円が記録され、６ヶ月にわたって口座間振り替え
（返済）が記録されます。 
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999...777   消消消消消消消消消消消消費費費費費費費費費費費費税税税税税税税税税税税税のののののののののののの扱扱扱扱扱扱扱扱扱扱扱扱いいいいいいいいいいいい   
 
 ご存じのように消費税には外税と内税があり、消費税額を別項目として入力する場合は、外税方式ではレシー
トに消費税額が書いてありますから簡単ですが、内税方式は消費税額を計算する必要があります。 
 しかし、この家計簿ソフトでは、内税から消費税を抜き出すような機能は用意してありません。 
 
(1) (1) (1) (1) 消費税込みで入力消費税込みで入力消費税込みで入力消費税込みで入力    

 店で受け取るレシートでは、購入品の合計金額と消費税を分けて印刷してあり、さらに消費税との合計が印刷
されています。メインの入力画面で入力するときは、消費税との合計額を入力するか、または＋税ボタンを使っ
て加算します。 
 
 項目や内訳にまとめて入力するための小計入力では、消費税は自動的に計算し、それぞれの小計に比例で割り
振って登録することができます。内税を指定したときは消費税の計算はしません。 
 
(2) (2) (2) (2) 消費税を分けて入力消費税を分けて入力消費税を分けて入力消費税を分けて入力    

 一品ごとで入力するためのレシート入力では、消費税を別データとして登録するようになっています。これは、
レシート入力を使用する目的が、一品ごとの価格を記録に残したいという点にあるのでは、との理由です。消費
税額は自動的に計算しますが、内税を指定したときは消費税の計算はしません。 
 
 小計入力では、消費税を別データとして登録することもできます。 
 
(3) (3) (3) (3) 消費税の計算方法消費税の計算方法消費税の計算方法消費税の計算方法    

 消費税の計算方法はお店の裁量の範囲ですから、同じ買い物をしても消費税額が店によって違います。ただ、
ほとんどが１円未満切り捨てで、たまに１円以下四捨五入のところがあります。 
 このソフトは１円未満切り捨てで全て処理しています。１円以下四捨五入で計算している店のレシートときは
１円の誤差がでます。もしレシートと税額が違っていた場合は手動で訂正してください。 
 
(4) (4) (4) (4) 消費税率消費税率消費税率消費税率    

 1997年4月1日以前の日付のデータを入力すると３％で計算します。 
 
(5) (5) (5) (5) 消費税の総額を知りたい場合消費税の総額を知りたい場合消費税の総額を知りたい場合消費税の総額を知りたい場合    

 消費税の総額を知りたい場合には、一つ一つ記録して（内税も分けて）いく方法もありますが、手間がかかり
ますので、次の方法で計算することをおすすめします。 
 
 消費税の総額＝対象の支出（消費税を含む）×税率／（１００＋税率） 
 
 例（３０万円で５％のの場合） 
 消費税の総額は  ３００，０００円×５／１０５＝ １４，２８５円 
 
(6) (6) (6) (6) 他の消費税率他の消費税率他の消費税率他の消費税率    

 5%の消費税率が変更になった場合、または海外でお使いの方で消費税率を変更したい場合は次のようにします。 
 
・￥oxcprm32.dat をメモ帳で開きます。 
・次の内容がありますので、日付、税率を変更し「;」を削除してください。  
 
-------------- 
 ;消費税率を変更するには日付(TAXD=年/月/日)と率(TAXR=%)を設定し「;」を取ってください 
;TAXD= 2002/04/01 
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;TAXR= 7 
-------------- 
 
・メモ帳で書き込みます。 
なお、oxcprm32.datファイルはバージョンアップを行いますと初期値に戻りますので再度修正をお願いします。 
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999...888   給給給給給給給給給給給給与与与与与与与与与与与与振振振振振振振振振振振振りりりりりりりりりりりり込込込込込込込込込込込込みみみみみみみみみみみみ   
 
(1) (1) (1) (1) 給与が銀行振り込みの場合給与が銀行振り込みの場合給与が銀行振り込みの場合給与が銀行振り込みの場合    

 給与振り込みの記録方法につきましては、二つの方法が考えられます。 
 
 (a)一度現金で受け取ったこととして記録する方法 
 分かり易くて、おすすめの方法です。 
 
・給与は税込みで全額を現金で受け取ったことにします。 
・天引き分は現金から支払いや預金預け入れを行います。 
 
 項目     内訳  金額    口座 
31 給与        300000  (現金)  ← 給与が支給された 
02 税金         20000  (現金)  ← 税金を現金で支払う 
26 預金預入       30000  銀行２  ← 銀行２へ天引き預金 
 
   ：         ：    ： 
 
26 預金預入             50000    銀行１口座 ← 残りを預金(給与振り込み額) 
 
 (b)口座で記録する方法 
・税込み支給額（全額）を口座に入れます。 
・税金などは口座から支払う形にします。 
 
 項目     内訳  金額    口座 
31 給与        300000  銀行１口座 ← 口座へ振り込まれた 
02 税金         20000  銀行１口座 ← 口座から税金を支払う 
28 口座間振替 銀行２  30000  銀行１口座 ← 銀行１から２へ天引き貯蓄 
    ：         ：    ： 
 
(2) (2) (2) (2) 給与明細の入力給与明細の入力給与明細の入力給与明細の入力    

 給与の明細を入力するときは、パターン入力を利用すると簡単です。 
メインメニュー「設定」→「パターン入力設定」で設定します。 
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999...999...   替替替替替替替替替替替替通通通通通通通通通通通通知知知知知知知知知知知知ががががががががががががききききききききききききたたたたたたたたたたたたとととととととととととときききききききききききき   
 
 電気代やガス代などの、金額が変動する振替通知がきたときは次のようにします。 
 
(1)(1)(1)(1)「振替設定」で登録してあるもの「振替設定」で登録してあるもの「振替設定」で登録してあるもの「振替設定」で登録してあるもの    

・振替日にカレンダーを合わせます。 
・既にデータが作成してありますから、該当データをマウスでクリックして選択し、訂正ボタンを使ってデータ
を入力領域へ戻します。 
・金額欄をマウスでクリックし金額を訂正してから登録します。 
・データは発生していますが口座の残高には、期日にならないと反映しません。 
 
(2)(2)(2)(2)「振替設定」で登録してないもの「振替設定」で登録してないもの「振替設定」で登録してないもの「振替設定」で登録してないもの    

・振替日にカレンダーを合わせます。 
・メインの入力画面から入力していきます。 
 
(3) (3) (3) (3) クレジットカード決済クレジットカード決済クレジットカード決済クレジットカード決済    

・ヒント：クレジットカードを参照してください。 
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999...111000   過過過過過過過過過過過過去去去去去去去去去去去去ののののののののののののデデデデデデデデデデデデーーーーーーーーーーーータタタタタタタタタタタタ入入入入入入入入入入入入力力力力力力力力力力力力   
 
 過去のデータを入力するには、ﾃﾞｰﾀ開始月･口座･初期残高設定で開始月を変更しておきます。このとき、口座、
現金の残高もその時点の残高に変更しておきます。 
入力画面で、カレンダーで日付を過去に戻します。あとは通常の入力と同じです。 
 
 過去のデータを入力すると、現在までの全ての現金残高、口座残高に反映します。 
 
 
＜注意＞＜注意＞＜注意＞＜注意＞    
・口座残高およびツールバーの現金残高の表示は、今年は今・口座残高およびツールバーの現金残高の表示は、今年は今・口座残高およびツールバーの現金残高の表示は、今年は今・口座残高およびツールバーの現金残高の表示は、今年は今日現在の残高、今年以前ではその年の年末の残高、来日現在の残高、今年以前ではその年の年末の残高、来日現在の残高、今年以前ではその年の年末の残高、来日現在の残高、今年以前ではその年の年末の残高、来

年以降は０になります。入力日の残高ではありません。年以降は０になります。入力日の残高ではありません。年以降は０になります。入力日の残高ではありません。年以降は０になります。入力日の残高ではありません。    
・過去のある日の現金残高を知りたいときは、現金出納帳または日別収支表を出力してください。・過去のある日の現金残高を知りたいときは、現金出納帳または日別収支表を出力してください。・過去のある日の現金残高を知りたいときは、現金出納帳または日別収支表を出力してください。・過去のある日の現金残高を知りたいときは、現金出納帳または日別収支表を出力してください。    
    
・「ゆう子の家計簿３２」は１９８０年１月１日以前のデータを入力することができません。仕様です。同様に、２０２０年１２・「ゆう子の家計簿３２」は１９８０年１月１日以前のデータを入力することができません。仕様です。同様に、２０２０年１２・「ゆう子の家計簿３２」は１９８０年１月１日以前のデータを入力することができません。仕様です。同様に、２０２０年１２・「ゆう子の家計簿３２」は１９８０年１月１日以前のデータを入力することができません。仕様です。同様に、２０２０年１２

月３１日以降のデータを入力することができません。月３１日以降のデータを入力することができません。月３１日以降のデータを入力することができません。月３１日以降のデータを入力することができません。    
（そのころはパソコンもＯＳも全く変わっているでしょうからあまり関係ないと思いますが）（そのころはパソコンもＯＳも全く変わっているでしょうからあまり関係ないと思いますが）（そのころはパソコンもＯＳも全く変わっているでしょうからあまり関係ないと思いますが）（そのころはパソコンもＯＳも全く変わっているでしょうからあまり関係ないと思いますが）    
 
＜参照＞ 
 未来のデータ入力 
 
 

999...111111 未未未未未未未未未未未未来来来来来来来来来来来来ののののののののののののデデデデデデデデデデデデーーーーーーーーーーーータタタタタタタタタタタタ入入入入入入入入入入入入力力力力力力力力力力力力   
 
(1(1(1(1) ) ) ) 未来のデータ入力未来のデータ入力未来のデータ入力未来のデータ入力    

 未来のデータを入力するには次のようにします。 
・カレンダーで目的の月に移動します。 
・日付を選択します 
・データを入力します。 
 
(2) (2) (2) (2) 未来のデータ削除、訂正未来のデータ削除、訂正未来のデータ削除、訂正未来のデータ削除、訂正    

 未来のデータを削除、訂正するには注意が必要です。 
 
 a)上記(1)の方法で入力したデータ 
 上記と同じように、目的の日付に移動し、該当データを削除、訂正します。 
 
 b)ローン設定、振替設定で設定したデータ  
 ローン設定や振替設定で設定したデータは、カレンダーを未来に移動すると、自動的にデータを発生します。
これを削除、訂正する場合は、ローン設定、振替設定で、基データを削除します。すると、既に発生していた未
来のデータも全て削除します。 未来のデータを一つ一つ削除、訂正する必要はありません。  
 
＜注意＞＜注意＞＜注意＞＜注意＞    
・口座残高およびツールバーの現金残高の表示は、今年以前ではその年の年末の残高、今年は今日現在の残高、来・口座残高およびツールバーの現金残高の表示は、今年以前ではその年の年末の残高、今年は今日現在の残高、来・口座残高およびツールバーの現金残高の表示は、今年以前ではその年の年末の残高、今年は今日現在の残高、来・口座残高およびツールバーの現金残高の表示は、今年以前ではその年の年末の残高、今年は今日現在の残高、来

年以降は０になります。入力日の残高ではありません。年以降は０になります。入力日の残高ではありません。年以降は０になります。入力日の残高ではありません。年以降は０になります。入力日の残高ではありません。    

・未来のローンデータや振替データで、上記・未来のローンデータや振替データで、上記・未来のローンデータや振替データで、上記・未来のローンデータや振替データで、上記(1) (1) (1) (1) の方法で訂正したデータは、の方法で訂正したデータは、の方法で訂正したデータは、の方法で訂正したデータは、(2)(2)(2)(2)の方法では削除、訂正できません。の方法では削除、訂正できません。の方法では削除、訂正できません。の方法では削除、訂正できません。    



 82 

999...111222   金金金金金金金金金金金金券券券券券券券券券券券券ででででででででででででのののののののののののの支支支支支支支支支支支支払払払払払払払払払払払払いいいいいいいいいいいいをををををををををををを記記記記記記記記記記記記録録録録録録録録録録録録すすすすすすすすすすすするるるるるるるるるるるる   
 
(1) (1) (1) (1) ビール券ビール券ビール券ビール券やオレンジカード、テレフォンカード、ハイウエイカード等やオレンジカード、テレフォンカード、ハイウエイカード等やオレンジカード、テレフォンカード、ハイウエイカード等やオレンジカード、テレフォンカード、ハイウエイカード等    

 用途が一つしかないプリペイドカード等は、購入した時点で支出項目に反映させます。 
項 目      内 訳         金 額  備 考      口 座 

07 交通通信費   11 電話代    1,000  ﾃﾚﾌｫﾝｶｰﾄ  ゙  現金   
 
(2) (2) (2) (2) コンビニのプリペイドカード等コンビニのプリペイドカード等コンビニのプリペイドカード等コンビニのプリペイドカード等    

 デパートやコンビニのプリペイドカードのように、いろいろな目的で使えるものは支出項目が一つになりませ
んので、一工夫します。 
 
 口座をプリペイドカードの残高管理用に設定します。１つのプリペイドカードを１つの口座に割り当てます。
３０口座ありますから、幾つかをプリペイドカード用に使っても困りません。 
 口座・初期残高設定で口座の種別を「金券」と設定します。金券と設定した口座は、帳票やグラフを表示した
とき現金預金の資産として計算しません。 
 
 プリペイドカード購入時に、預金預け入れとして記録し、実際の購入時に、預金から引き出して使う方法をと
ります。 
 
 プリペイドカード購入時   
 項 目            金 額       口 座 
26 預金預け入れ         10,000      12 金券Ａﾃﾞﾊﾟｰﾄ 
33 利子補助金            500      12 金券Ａﾃﾞﾊﾟｰﾄ 
（＋αされる分です） 
 
 プリペイドカードで食料品を購入したとき 
 項 目     内 訳    金 額       口 座 
04 食料品    01 主食      1,600      12 金券Ａﾃﾞﾊﾟｰﾄ 
 
 口座別明細表で帳票を作成すると、Ａﾃﾞﾊﾟｰﾄのプリペイドカードの残高推移が確認できます。食料品などの支
出項目にはもちろん反映されます。 
 
(3) (3) (3) (3) 金券＋現金で金券＋現金で金券＋現金で金券＋現金で購入購入購入購入    

 金券だけでは不足して、現金も追加して購入した場合は二つで入力します。 
 項 目     内 訳    金 額       口 座 
10 教養娯楽   01 書籍       500      15 図書券 
10 教養娯楽   01 書籍       300      現金 
 
(4) (4) (4) (4) 金券の換金金券の換金金券の換金金券の換金    

 金券を現金に換金した場合、または金券を使ったら現金でお釣りがきた場合は預金引き出しで記録します。 
 項 目     内 訳    金 額       口 座 
27 預金引き出し         10,00      15 図書券 
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999...111333   商商商商商商商商商商商商品品品品品品品品品品品品のののののののののののの安安安安安安安安安安安安値値値値値値値値値値値値をををををををををををを記記記記記記記記記記記記録録録録録録録録録録録録すすすすすすすすすすすするるるるるるるるるるるる   
 
 買い物をするとき、一番安いお店で購入したいと思いますよね。そんな目的のためにレシート入力を使用して、
購入した商品の単価を記録することができます。 
 
(1) (1) (1) (1) 入力入力入力入力    

 レシート入力で入力すると、商品名、単価、購入店を備考欄に記録します。購入店は６０店、商品名は項目、
内訳ごとに９９個まで持てますから、１度設定すれば、後はマウスで選択するだけで入力できます。 
 レシート入力で次のような操作をします。 
 

1.購入店を選択 
2.商品名を選択 → 単価を入力 → 数量を入力 → 登録 を繰り返します。 
3.登録ボタンでメインの家計データに反映します。 

 
(2) (2) (2) (2) 検索検索検索検索    

 帳票の中の商品安値一覧表を使って目的の商品を選択すると、該当商品の単価、購入日、購入店を単価の安い
順にソートして出力します。 
 なお、購入店を入力しない場合は、単価も購入店も備考欄に記録しませんので、商品安値一覧表での検索はで
きません。 
 
 
＜留意点＞ 
 商品名は漢字６文字（半角12文字）、単価は9,999円まで、購入店は漢字４文字（半角８文字）までという制
限があります。 
 
 
＜参照＞ 
 レシート入力 
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999...111444   贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈答答答答答答答答答答答答のののののののののののの入入入入入入入入入入入入力力力力力力力力力力力力   
 
入力時には次のように入力します。 
 
(1) (1) (1) (1) メインの入力画面で入力メインの入力画面で入力メインの入力画面で入力メインの入力画面で入力    

・鈴木さんへお金を贈るとき（これは普通の支出です） 
 項 目       内 訳    金 額   備 考   口 座 
23 贈答（贈）  02 鈴木さん   5,000  入学祝   現金 
 
・鈴木さんへ品物を買って贈るとき（これは普通の買い物です） 
 項 目       内 訳    金 額   備 考   口 座 
23 贈答（贈）  02 鈴木さん   5,000  ﾗﾝﾄﾞｾﾙ   現金 
 
・鈴木さんからお金を受け取った場合（これは現金の収入です） 
 項 目       内 訳    金 額   備 考   口 座 
37 贈答（受）  02 鈴木さん   5,000  出産祝   現金 
 
 相手を記録する必要がないときは内訳を「その他」にします。 
 
 
(2) (2) (2) (2) 贈答入力画面で入力贈答入力画面で入力贈答入力画面で入力贈答入力画面で入力    

・鈴木さんから品物を受け取った場合 
 日 付            相 手    品物    金額  贈/受 
 1997年12月15日 02 鈴木さん  お歳暮     3,000   受 
 
・鈴木さんへ既にある物を贈るとき（これは通称「たらい回し」です） 
 日 付         相 手    品物    金額  贈/受 
 1997年12月15日 02 鈴木さん  お歳暮     3,000   贈 
 
 ここで入力した￥3000円は値踏みした金額です。 
 
鈴木さんとの贈答経過を確認するには、相手別贈答一覧表を出力します。 
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999...111555   払払払払払払払払払払払払いいいいいいいいいいいい戻戻戻戻戻戻戻戻戻戻戻戻しししししししししししし   
 
 定期券を払い戻したときなど、現金が入ってきますが、これは収入ではなく支出の減額で入力します。つまり
先払いしてある支出が減ったのですからマイナスで入力します。 
 
項 目       内 訳          金 額   備 考      口 座 

07 交通通信費   10 定期券   -10,000  払い戻し  現金   
 
 出張旅費などの処理も同様に行います。 
 
・出張時 
項 目            内 訳         金 額  備 考      口 座 

07 交通通信費   01 電車代     520  出張旅費   現金   
 
・会社で精算時 
項 目        内 訳          金 額  備 考       口 座 

07 交通通信費   01 電車代          -520  払い戻し    現金  
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999...111666   株株株株株株株株株株株株式式式式式式式式式式式式のののののののののののの購購購購購購購購購購購購入入入入入入入入入入入入やややややややややややや売売売売売売売売売売売売却却却却却却却却却却却却のののののののののののの記記記記記記記記記記記記録録録録録録録録録録録録方方方方方方方方方方方方法法法法法法法法法法法法   
 
ネット証券で取引する場合の記録方法にはつぎの二通りがあります。 
 

9.16.1 .株式の個別の売買を記録しない場合株式の個別の売買を記録しない場合株式の個別の売買を記録しない場合株式の個別の売買を記録しない場合 

 株式の売買はExcelや他のソフトで記録し、家計簿には結果のみを記録する方法です。家計簿の目的を資産全
体の推移を記録すること、という観点で考えると記録方法としてはこちらをお勧めします。 
 
(1) (1) (1) (1) 口座設定で証券口座を作成口座設定で証券口座を作成口座設定で証券口座を作成口座設定で証券口座を作成    

21 ○○証券     株式、ファンド、現金やMMFなど 
 
(2)(2)(2)(2)購入資金購入資金購入資金購入資金の振り込みの振り込みの振り込みの振り込み    

現金の振り込みは「預金預け入れ」、口座から振り込みは「口座間振替」で記録します。 
 項 目     内 訳     金 額    備 考       口 座 
26 預金預け入れ         1,200,000            21 ○○証券 
または 
28 口座間振替  21 ○○証券  1,200,000                      21 ◎◎銀行 
 
(3)(3)(3)(3)時価の反映時価の反映時価の反映時価の反映        

 株価は毎日変動しますし、売買によって利益が出ることもあるし損失が出ることもあります。それを毎日反映
させても仕方ないですから、月末や四半期、半期に一度、実際の価格との差を収入として口座に計上します。 
 項 目     内 訳     金 額    備 考       口 座 
35 評価損益            100,000   評価益        21 ○○証券 
または 
35 評価損益           -100,000   評価損         21 ○○証券 
 
(4)(4)(4)(4)資金の引き上げ資金の引き上げ資金の引き上げ資金の引き上げ    

 証券会社から資金を引き上げたときは 
 項 目     内 訳     金 額    備 考       口 座 
27 預金引き出し         1,200,000              21 ○○証券 
または 
28 口座間振替  10 ◎◎銀行   1,200,000                        21 ○○証券 
 

9.16.2 株式の売買も記録する場合株式の売買も記録する場合株式の売買も記録する場合株式の売買も記録する場合 

 個別の売買記録も残したい場合の方法です。一証券会社に２口座を割り当てて記録します。 
 
(1)(1)(1)(1)口座設定で一証券会社で２つの証券口座を作成口座設定で一証券会社で２つの証券口座を作成口座設定で一証券会社で２つの証券口座を作成口座設定で一証券会社で２つの証券口座を作成    

21 ○○証券現金   現金やMMFなど 
22 ○○証券株式 
 
(2)(2)(2)(2)購入資金の振り込み購入資金の振り込み購入資金の振り込み購入資金の振り込み    

現金の振り込みは「預金預け入れ」、口座から振り込みは「口座間振替」で記録します。 
 項 目       内 訳      金 額    備 考       口 座 
26 預金預け入れ          1,200,000            21 ○○証券現金 
または 
28 口座間振替  21 ○○証券     1,200,000                      10 ◎◎銀行 



 87 

 
(3)(3)(3)(3)株式購入株式購入株式購入株式購入    

「口座間振替」で，手数料は支出で記録します。 
 項 目      内 訳      金 額    備 考       口 座 
28 口座間振替  22 ○○証券株式  1,000,000 AAA銘柄 500円 2000株 21 ○○証券現金 
24 その他    10 手数料        1,500              21 ○○証券現金 
 
(4)(4)(4)(4)株式売却株式売却株式売却株式売却    

 売却したときは「利益／損失」＋「購入価格」－「手数料」が受け取り額となるように記録します。 
 項 目      内 訳      金 額    備 考          口 座 
35 売却損益       01 株式       600,000 AAA銘柄 800円 2000株  22 ○○証券株式 
24 その他     10 手数料      1,500               22 ○○証券株式 
28 口座間振替   21 ○○証券現金 1,598,500 AAA銘柄 800円 2000株  22 ○○証券株式 
 
 利益／損失によって価値が変化しているわけですが、その「変化分」は記録として「利益／損失」として追加
しないと合計が合いません。 
 売却損が発生したときは利益のマイナスで記録します。 
 項 目      内 訳       金 額    備 考           口 座 
35 売却損益       01 株式      -200,000 AAA銘柄 400円 2000株  22 ○○証券株式 
24 その他     10 手数料      1,500                 22 ○○証券株式 
28 口座間振替   21 ○○証券現金   800,000 AAA銘柄 400円 2000株  22 ○○証券株式 
 
(5)(5)(5)(5)資金の引き上げ資金の引き上げ資金の引き上げ資金の引き上げ    

 証券会社から資金を引き上げたときは 
 項 目      内 訳       金 額    備 考       口 座 
27 預金引き出し          1,200,000            21 ○○証券現金 
または 
28 口座間振替  10 ◎◎銀行     1,200,000                      21 ○○証券現金 
 
＜留意点＞ 
 評価損は支出に計上してもよいですが、物やサービスの代わりにお金が出ていったわけではないですから、本
来得られるべき収入がマイナスになった，として収入のマイナスとする方がよいと思います。 
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999...111777   レレレレレレレレレレレレシシシシシシシシシシシシーーーーーーーーーーーートトトトトトトトトトトト入入入入入入入入入入入入力力力力力力力力力力力力・・・・・・・・・・・・小小小小小小小小小小小小計計計計計計計計計計計計入入入入入入入入入入入入力力力力力力力力力力力力のののののののののののの「「「「「「「「「「「「生生生生生生生生生生生生成成成成成成成成成成成成すすすすすすすすすすすするるるるるるるるるるるる消消消消消消消消消消消消費費費費費費費費費費費費税税税税税税税税税税税税」」」」」」」」」」」」のののののののののののの設設設設設設設設設設設設定定定定定定定定定定定定   
 

9.17.1 レシート入力レシート入力レシート入力レシート入力 

 消費税は、「税金」項目に集約するのが普通です。 
つまり、所得税や住民税など、各種税金や公的出費を集計するための項目「税金」を用意しますが、その中の内
訳に「消費税」を設定します。 
 レシート入力の「生成する消費税」には、その項目と内訳を設定します。 
 
 例 項目・内訳・備考 設定で 
 項目         内訳 
02 税金       01 所得税 
02 住民税 
 ： 
05 消費税 
 
 レシート入力の”生成する消費税”設定 
 項目          内訳 
02 税金       05 消費税 
 
 なお、項目ごとの消費税額を知りたい場合は 
 消費税額＝（項目合計）×０．０５ 
で計算できます。 
 
 一度設定すれば、あとは保存されます。 
 
 

9.17.2 小計入力小計入力小計入力小計入力 

 小計入力では、消費税を分けて別に入力する方法と、消費税込みでデータを記録する方法とありますが、(1)
消費税を分けて入力する方法をお勧めします。 
 
(1)(1)(1)(1)消費税を分けて記録消費税を分けて記録消費税を分けて記録消費税を分けて記録    

・生成する消費税     消費税の項目－内訳を設定します。 
・消費税金額       消費税額は自動計算します。消費税の計算方法は、小数点以下切り捨てです。 
・消費税を分けて登録 オン 
 登録ボタンで登録する時に自動計算した税額を、設定済みの消費税の項目－内訳でデータを生成します。 
・消費税額修正       税額が計算値と合わないときは、登録前に消費税金額欄を修正してください。 
 
(2)(2)(2)(2)消費税込みで記録消費税込みで記録消費税込みで記録消費税込みで記録    

・消費税を分けて登録 オフ 
・消費税金額       消費税額は自動計算します。消費税の計算方法は、小数点以下切り捨てです。 
・データ登録時に、各項目の外税金額に比例して小計欄に加算し登録します。端数がでたときは一番金額が 
多い所に加えます。 

・消費税額修正       税額が計算値と合わないときは、登録前に消費税金額欄を修正してください。 



 89 

１１１１１１１１１１１１００００００００００００．．．．．．．．．．．．ヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒンンンンンンンンンンンントトトトトトトトトトトト：：：：：：：：：：：：使使使使使使使使使使使使いいいいいいいいいいいい方方方方方方方方方方方方   
 

111000...111   家家家家家家家家家家家家計計計計計計計計計計計計簿簿簿簿簿簿簿簿簿簿簿簿デデデデデデデデデデデデーーーーーーーーーーーータタタタタタタタタタタタをををををををををををを指指指指指指指指指指指指定定定定定定定定定定定定ししししししししししししてててててててててててて起起起起起起起起起起起起動動動動動動動動動動動動すすすすすすすすすすすするるるるるるるるるるるる                  (((デデデデデデデデデデデデススススススススススススククククククククククククトトトトトトトトトトトトッッッッッッッッッッッッププププププププププププへへへへへへへへへへへへ起起起起起起起起起起起起動動動動動動動動動動動動アアアアアアアアアアアアイイイイイイイイイイイイココココココココココココンンンンンンンンンンンン作作作作作作作作作作作作成成成成成成成成成成成成)))   
 
 この家計簿ソフトはスタートメニューまたはショートカットから引数なしで起動すると、前回終了時の家計簿
データを開きます。 
しかし、複数の家計簿データを使用する場合には、起動後にいちいち切り換えていては面倒、ということがあり
ます。これを回避する方法として、ショートカットを作成して家計簿データを引数に直接、指定した家計簿デー
タを開くことができます。 
 
 (1)  (1)  (1)  (1) デスクトップ上にショートカットを作成デスクトップ上にショートカットを作成デスクトップ上にショートカットを作成デスクトップ上にショートカットを作成    

 インストール時にショートカットを作成する指定を選択できますが、もし指定をしなかった場合、次のように
してショートカットを作成します。 
 
・エクスプローラで「ゆう子の家計簿32」のプログラム（C:￥Program Files￥ゆう子32￥ゆう子32.EXE)を指
定し、 
ショートカットを作成します。 
･作成したショートカットをデスクトップ上にドラッグ＆ドロップで移動します。 
 
 
(2) (2) (2) (2) 既存の家計簿データを起動する場合既存の家計簿データを起動する場合既存の家計簿データを起動する場合既存の家計簿データを起動する場合    
・デスクトップ上のショートカット・アイコンをマウスの右ボタンでクリックします。 
・メニューが表示されますので、「プロパティ」を選択します。 
・ショートカットタブを開き、「リンク先」を次のように変更します。 
 
 変更前  「"･･･￥ゆう子32.EXE"」 
 変更後  「"･･･￥ゆう子32.EXE"  家計簿ﾃﾞｰﾀ･ﾌｫﾙﾀﾞ名」 
 
例 家計簿データのフォルダが「･･･￥ゆう子32￥小遣帳￥」のとき次のように設定します。 
 
「"･･･￥ゆう子32.EXE"  小遣帳」 
 
 
(3) (3) (3) (3) 複数の家計簿データを指定した複数の家計簿データを指定した複数の家計簿データを指定した複数の家計簿データを指定したショートカットを作成ショートカットを作成ショートカットを作成ショートカットを作成    

・上記(1)または(2)で作成したショートカットをマウス右クリックし「コピー｣します。 
・デスクトップ上でマウス右クリックし「貼り付け」します。 
・新しく作成されたショートカットを(2)に従って編集します。 
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111000...222   補補補補補補補補補補補補助助助助助助助助助助助助簿簿簿簿簿簿簿簿簿簿簿簿ととととととととととととししししししししししししててててててててててててのののののののののののの利利利利利利利利利利利利用用用用用用用用用用用用   
 
 ゆう子の家計簿３２は、個人事業主の方または小規模の会社で補助簿として使用することもできます。家計簿
ですので、複式簿記はできませんが、口座を上手に使うとＢ／Ｓ科目の一部も記録することができます。 
 
(1) (1) (1) (1) 売掛金、買掛金売掛金、買掛金売掛金、買掛金売掛金、買掛金    

 口座に売掛金口座、買掛金口座を設定することで記録できます。 
・売り上げの計上 
 項 目     内 訳    金 額   備 考    口 座 
36 商品売上   02 ○○商品  20,000  ◎◎会社   12 売掛金 
 
 売り上げ（収入）が売掛口座に預けられた状態と解釈します。売り掛けの相手を分ける場合は備考を使います。 
・売り掛けの回収 
 項 目      内 訳    金 額   備 考    口 座 
28 口座間振替  02 銀行1口座  20,000  ◎◎会社   12 売掛金 ←振込で回収 
27 預金引き出し          20,000  ◎◎会社   12 売掛金 ←現金で回収 
 
 売掛口座から現実の銀行口座に振替られたと解釈します。なお売り掛けの回収が現金で行われた場合は口座間
振替では記録ができません。口座間振替の内訳に現金が設定できないためです。現金で回収した場合は売掛口座
からの預金引き出しで記録してください。 
・買い掛け 
 項 目      内 訳   金 額   備 考    口 座 
20 販売管理費  02 事務用品  50,000  △△会社   11 買掛金 
 
 買い掛け口座から借りて支払った状態と解釈します。買掛口座は常にマイナスになります。買い掛けの相手を
分ける場合は備考を使います。 
・買い掛けの支払い 
 項 目     内 訳    金 額   備 考    口 座 
28 口座間振替  12 買掛金   20,000  △△会社   11 銀行１ ←振込で支払い 
26 預金預け入れ         20,000  △△会社   11 買掛金 ←現金で支払い 
 
 現実の銀行口座から買掛口座に振替られたと解釈します。買い掛けの支払いが現金で行われた場合は口座間振
替では記録ができませんので、買掛口座への預金預け入れで記録してください。  
 備考集計表を使いますと備考文字列で集計できますので、相手の会社ごとの売掛金、買掛金を集計することも
できます。 
 
(2) (2) (2) (2) 手形手形手形手形    

 手形も、受取手形口座、支払手形口座を設定しますと、売掛金、買掛金と同じように入力できます。 
 将来発生することが分かっている、手形や売り掛け、買い掛けの決済データを該当期日で事前に入力しておき
ますと、口座残高明細表で決済予定データを見ることができますので、簡単な資金繰りの資料とすることもでき
ます。 
 
 自動口座残高チェックを使いますと、口座残高不足（そんなことはないと思いますが）も事前に警告してくれ
ます。 
 
(3) (3) (3) (3) 借入金借入金借入金借入金    

 これは口座に借入金口座を作成し、口座から借ります（金額はマイナス）。記述方法は借入金を参照ください。 
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(4) (4) (4) (4) 固定資産固定資産固定資産固定資産    

 家計簿で固定資産などの現金以外のものを記録するのはなかなか難しいのですが、「金券」口座を使いますと類
似の処理が可能です。 
口座設定で種別を「金券」とします。固定資産の購入は預金預け入れで、減価償却などは金券口座からの支出で
記録します。 
 項 目     内 訳    金 額   備 考    口 座 
26 預金預け入れ          320,000  備品○○   21 固定資産 ←現金での購入 
28 口座間振替  12 固定資産  500,000  備品△△   11 銀行１   ←口座から支出 
22 減価償却費          20,000  備品○○   21 固定資産 ←減価償却 
 
 特定の備品の減価償却経緯は、備考集計でみることができます。 
 
(5) (5) (5) (5) その他その他その他その他    

 家計簿ですので、その他のＢ／Ｓ科目の記録はできませんが、実用上は困らないと思います。 
 また、複式簿記では借入金などは、負債科目として入力し、Ｂ／Ｓでは（負債が）プラスで表記しますが、家
計簿では口座残高のマイナスとして記録します。この辺が違いますので注意が必要です。 
 
 
＜注意＞＜注意＞＜注意＞＜注意＞    
・１ヶ月のデータ量に制限があり、月３０００件を越えると入力できません。・１ヶ月のデータ量に制限があり、月３０００件を越えると入力できません。・１ヶ月のデータ量に制限があり、月３０００件を越えると入力できません。・１ヶ月のデータ量に制限があり、月３０００件を越えると入力できません。    
・収入・支出の項目数を増やすことはできません。・収入・支出の項目数を増やすことはできません。・収入・支出の項目数を増やすことはできません。・収入・支出の項目数を増やすことはできません。    
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111000...333   ババババババババババババッッッッッッッッッッッッククククククククククククアアアアアアアアアアアアッッッッッッッッッッッッププププププププププププのののののののののののの薦薦薦薦薦薦薦薦薦薦薦薦めめめめめめめめめめめめ            （（（（（（（（（（（（ハハハハハハハハハハハハーーーーーーーーーーーードドドドドドドドドドドドデデデデデデデデデデデディィィィィィィィィィィィススススススススススススククククククククククククがががががががががががが壊壊壊壊壊壊壊壊壊壊壊壊れれれれれれれれれれれれたたたたたたたたたたたたととととととととととととききききききききききききののののののののののののたたたたたたたたたたたためめめめめめめめめめめめにににににににににににに)))   
 
 パソコンはよく壊れます。そして一番よく壊れるのがＨＤＤ（ハードディスク）です。 
 
 また、壊れなくてもフォルダが消えてしまったり、ＯＳのファイルが消えてしまったりして起動できない場合
もあります。ハードディスクが壊れるとすべてを失います。家計簿で記録してきた過去のデータも無くなり、そ
れまでの労力が水の泡となってしまいます。 
 
 パソコンが壊れて初めてデータ・バックアップ大切さに気づくことが多いですが、転ばぬ先の杖、バックアッ
プを定期的に取ることをお勧めします。 
 
(1)(1)(1)(1)    バックアップ設定バックアップ設定バックアップ設定バックアップ設定    

メインメニュー「ファイル」→「バックアップ設定」の中で設定します。 
・バックアップ周期 
・バックアップ先のフォルダ 
 
＜注意＞＜注意＞＜注意＞＜注意＞    
・バックアップ先はフロッピーディスクや他の増設・バックアップ先はフロッピーディスクや他の増設・バックアップ先はフロッピーディスクや他の増設・バックアップ先はフロッピーディスクや他の増設HDDHDDHDDHDD、書きこみ可能なデバイスにして下さい。、書きこみ可能なデバイスにして下さい。、書きこみ可能なデバイスにして下さい。、書きこみ可能なデバイスにして下さい。    
・バックアップは、万が一・バックアップは、万が一・バックアップは、万が一・バックアップは、万が一 HDDHDDHDDHDD が壊れたときのために行うもので、家計簿データの入っているが壊れたときのために行うもので、家計簿データの入っているが壊れたときのために行うもので、家計簿データの入っているが壊れたときのために行うもので、家計簿データの入っている HDDHDDHDDHDD と同と同と同と同
じじじじHDDHDDHDDHDDへバックアップを行っても、万が一のとき役に立ちません。へバックアップを行っても、万が一のとき役に立ちません。へバックアップを行っても、万が一のとき役に立ちません。へバックアップを行っても、万が一のとき役に立ちません。    
 
  
(2)(2)(2)(2)    バックアップの組み合わせバックアップの組み合わせバックアップの組み合わせバックアップの組み合わせ    

・バックアップ設定時に、全データのバックアップを取っておきます。 
・毎日の家計簿終了時の自動バックアップを設定します。 
・１ｶ月に１回など定期的に、手動で全データのバックアップをとります。 
  
 戻すときも「バックアップ設定」の中で戻します。 
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111000...444   ババババババババババババッッッッッッッッッッッッククククククククククククアアアアアアアアアアアアッッッッッッッッッッッッププププププププププププデデデデデデデデデデデデーーーーーーーーーーーータタタタタタタタタタタタかかかかかかかかかかかかららららららららららららのののののののののののの復復復復復復復復復復復復旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧   
 
 不幸にして、ＨＤＤ等が壊れてしまった場合は、次の手順でバックアップデータから復旧してください。 
 
(1) (1) (1) (1) プログラムの再インストールプログラムの再インストールプログラムの再インストールプログラムの再インストール    

・最初にプログラムを再インストールしてください。 
・パソコンが不調で再インストールする場合は「フルパッケージ」をインストールして下さい。 
 
(2) (2) (2) (2) データのコピーデータのコピーデータのコピーデータのコピー    

・メインメニュー「ファイル」→「バックアップ設定」を選択します。 
・「バックアップ先デバイス設定」でバックアップのとってあるデバイスを設定します。 
・「バックアップを戻す」を選択します。 
・「バックアップを戻す」ボタンで実行します。 
・フロッピーディスクにバックアップがとってある場合で、フロッピーディスクが複数枚ある場合は、必ず古い
方のＦＤから戻していきます。 
・バックアップ設定を終了すると元に戻ります。  
 
(3)(3)(3)(3)    家計簿データの切り替え家計簿データの切り替え家計簿データの切り替え家計簿データの切り替え    

 バックアップの復元後、使用する家計簿データ名が異なっていることがあります。 
メインメニュー「ファイル」→「家計簿データの切り替え」 
出切り換えます。 
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111000...555   新新新新新新新新新新新新ししししししししししししいいいいいいいいいいいい PPPCCC へへへへへへへへへへへへデデデデデデデデデデデデーーーーーーーーーーーータタタタタタタタタタタタをををををををををををを移移移移移移移移移移移移行行行行行行行行行行行行すすすすすすすすすすすするるるるるるるるるるるる   
 
 家計簿のデータを別のパソコンに移動するときは、バックアップ機能を使用すると簡単です。 
 
１．元ＰＣでの作業１．元ＰＣでの作業１．元ＰＣでの作業１．元ＰＣでの作業    
 
(1)(1)(1)(1)全データのバックアップを行います。全データのバックアップを行います。全データのバックアップを行います。全データのバックアップを行います。    

・メインメニュー「ファイル」→「バックアップ設定」を開きます。 
・「バックアップ先デバイスの設定」タブを開きます。 
・FDのドライブ（通常はA:）を選択します。 
（他のリムーバブルディスクが使用できる場合は、それを選択します） 

 
・「バックアップ」タブを開きます。 
・手動の「全データのバックアップ」を選択します。 
・バックアップ実行ボタンをクリックします。 
 
２．新ＰＣでの作業２．新ＰＣでの作業２．新ＰＣでの作業２．新ＰＣでの作業    
 
(1)(1)(1)(1)新しいＰＣに「ゆう子の家計簿新しいＰＣに「ゆう子の家計簿新しいＰＣに「ゆう子の家計簿新しいＰＣに「ゆう子の家計簿 32323232」フルパッケ」フルパッケ」フルパッケ」フルパッケージをインストールします。ージをインストールします。ージをインストールします。ージをインストールします。    

・フルパッケージがない場合はホームページからダウンロードします。 
http://homepage1.nifty.com/yandy/index.htm 

 
(2)(2)(2)(2)新しいＰＣ上で戻します。新しいＰＣ上で戻します。新しいＰＣ上で戻します。新しいＰＣ上で戻します。    

・メインメニュー「ファイル」→「バックアップ設定」を開きます。 
・「バックアップ先デバイスの設定」タブを開きます。 
・FDのドライブ（通常はA:）を選択します。 

（またはリムーバブルディスク） 
 
・「バックアップを戻す」タブを開きます。 
・「バックアップデータが見つかりました」が表示されたら「戻す」ボタンをクリックします。 
・「バックアップ設定」の終了時に前データの再計算を行います。 
 
 以上でデータを移行することができます。 
 
 
    ＜注意点＞＜注意点＞＜注意点＞＜注意点＞    
プログラムのフォルダごとコピーしてもＯＣＸやＤＬＬが登録されないため，正常動作しません。プログラムのフォルダごとコピーしてもＯＣＸやＤＬＬが登録されないため，正常動作しません。プログラムのフォルダごとコピーしてもＯＣＸやＤＬＬが登録されないため，正常動作しません。プログラムのフォルダごとコピーしてもＯＣＸやＤＬＬが登録されないため，正常動作しません。    

必ず「ゆう子の家計簿必ず「ゆう子の家計簿必ず「ゆう子の家計簿必ず「ゆう子の家計簿 32323232」フルパッケージからインストールしてください。」フルパッケージからインストールしてください。」フルパッケージからインストールしてください。」フルパッケージからインストールしてください。    
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111000...666   計計計計計計計計計計計計算算算算算算算算算算算算がががががががががががが合合合合合合合合合合合合わわわわわわわわわわわわなななななななななななないいいいいいいいいいいいとととととととととととときききききききききききき   
 
(1) (1) (1) (1) 現金現金現金現金    

 家計簿を記録していると分かりますが、現金と家計簿の計算とが合わないことがよくあります。これは、買っ
た物を忘れている、思い出せない、ということがほとんどです。そのとき一生懸命思い出すのもいいのですが、
神経症になってしまいます。 
 現金と家計簿の計算が合わないときは、「雑費－不明金」を使いましょう。入力パッドで差額を計算して「不明
金」を入力します。 
 
 記録し忘れ以外では、ＰＣのシステム日付を戻したり、ソフトが何らかの原因でこけた場合は計算が合わなく
なります。「全データの再計算」で再計算してください。全てのデータを再計算して、現金、口座残高を合わせま
す。 
 
(2) (2) (2) (2) 口座口座口座口座    

 口座への預け入れや引き出しはそれほど多くありませんから、忘れたりすることはあまりありません。口座残
高が合わなくなるのは、私の経験では次のような場合です。 
 
・クレジットカード等の手数料が振り替えられた ・・・・ 年１回あります。 
・普通預金の利息がついた、または借入利息が引かれた・・ これも年１回～２回あります。 
・住宅ローンの端数が違っていた   ・・・・ 毎月の返済額が10円ぐらい変動します。 
・年１回の振替があった       ・・・・ 住宅ローンの火災保険などです。 
・臨時収入（還付金）があった    ・・・・ 滅多にありません。 
 
 ときどき、通帳の記帳して残高を合わせることをお勧めします。 
 
 または、口座残高が違うことが分かったら、とりあえず不明金で記録しておき、後日訂正するという方法でも
良いでしょう。 
 
(3) (3) (3) (3) 「全データの再計算」でエラーが発生したとき「全データの再計算」でエラーが発生したとき「全データの再計算」でエラーが発生したとき「全データの再計算」でエラーが発生したとき    

「エラーデータが見つかりました」というメッセージが表示された時は、プログラムの中に「修復.exe」が入っ
ていますのでこれを起動してください。 
 
 エラーデータを見つけて削除し、修復します。 
 
 
(4)(4)(4)(4)    メイン画面で表示させる口座残高と帳票の残高が合わないときメイン画面で表示させる口座残高と帳票の残高が合わないときメイン画面で表示させる口座残高と帳票の残高が合わないときメイン画面で表示させる口座残高と帳票の残高が合わないとき    

 メインメニュー「全データの再計算」で再計算します。 
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111000...777   デデデデデデデデデデデデーーーーーーーーーーーータタタタタタタタタタタタのののののののののののの表表表表表表表表表表表表示示示示示示示示示示示示ががががががががががががずずずずずずずずずずずずれれれれれれれれれれれれるるるるるるるるるるるる   
 
(1) (1) (1) (1) データの表示位置データの表示位置データの表示位置データの表示位置    

 このソフトは表示の解像度が 800×600～1280×1024ドットまで対応しています。起動したとき最適な表示
になるように自動調整をしていますので、ほとんどの場合問題なく表示されると思います。 
 しかしシステムフォントサイズによっては、項目の表示や入力済み表示データが縦罫線に対しずれることがあ
ります。 
 このような場合には次のように調整します。 
 
 
・「ゆう子の家計簿３２」を終了してください。 
・「ゆう子の家計簿３２」のインストール先フォルダ（通常は :files 艪､子 32j 内の「表示ずれ.exe」を起動しま
す。 
・あとの操作はプログラムの中に説明が記述してありますので参照してください。 
・ＯＫボタンをクリックして終了です。 
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111000...888   オオオオオオオオオオオオーーーーーーーーーーーーププププププププププププニニニニニニニニニニニニンンンンンンンンンンンンググググググググググググ画画画画画画画画画画画画面面面面面面面面面面面面ののののののののののののカカカカカカカカカカカカススススススススススススタタタタタタタタタタタタママママママママママママイイイイイイイイイイイイズズズズズズズズズズズズ   
 
 家計簿起動時のオープニング画面を変更できます。 
 
(1) (1) (1) (1) 変更可能な内容変更可能な内容変更可能な内容変更可能な内容    

・タイトル      最大１０文字までです。陰の文字も変わります。 
・タイトルの色    １６色から選択します。 
・陰の有無       
・バックの色     １６色から選択します。 
 
(2) (2) (2) (2) 変更方法変更方法変更方法変更方法    

a) ￥oxcprm32.dat ファイルをメモ帳等で開きます。 
b) 次のような内容になっていますので必要に応じて変更します。 
 
 設定値を有効にするには先頭の「;」を削除してください。また「=」の前後にスペースを入れないでください。 
 
-------------- 
 ;オープニングのタイトルを変えるときは10文字以内で修正し「;」を取ってください 
 :TITL=ゆう子の家計簿３２ 
 ;TLCL=16      0～15で文字の色を変更できます。16で元の色になります。 
 ;FRCL=16      0～15でタイトルバックの色を変更できます。16で元の色になります。 
 ;SHDW=off     offで文字の陰を非表示にできます。off→onで影ができます。 
-------------- 
 
c) 色は次のようになっています。  
0： 黒       8 ：濃い灰色 
1： 濃い青     9 ：青 
2： 濃い緑     10：緑 
3： 濃いシアン   11：シアン 
4： 濃い赤     12：赤 
5： 濃いマゼンタ  13：マゼンタ 
6： 濃い黄     14：黄 
7： 灰色      15：白 
 シアン＝水色っぽい青色 
 マゼンタ＝紫色に近い赤色 
 
d) メモ帳で書き込みます。 
 
 なお、家計簿本体の名称は変更できません。 
 
＜注意＞＜注意＞＜注意＞＜注意＞    
    バージョンアップを行いますとバージョンアップを行いますとバージョンアップを行いますとバージョンアップを行いますと oxcprm32.datoxcprm32.datoxcprm32.datoxcprm32.datファイルは初期値に戻ります。再度修正をお願いします。ファイルは初期値に戻ります。再度修正をお願いします。ファイルは初期値に戻ります。再度修正をお願いします。ファイルは初期値に戻ります。再度修正をお願いします。    
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111000...999   ネネネネネネネネネネネネッッッッッッッッッッッットトトトトトトトトトトトワワワワワワワワワワワワーーーーーーーーーーーーククククククククククククででででででででででででののののののののののののデデデデデデデデデデデデーーーーーーーーーーーータタタタタタタタタタタタのののののののののののの共共共共共共共共共共共共有有有有有有有有有有有有   
 
 複数のＰＣをネットワークでつないで、データだけの共有は次のように行います。  
＜注意＞＜注意＞＜注意＞＜注意＞    
排他制御をしていませんから，同時に複数の排他制御をしていませんから，同時に複数の排他制御をしていませんから，同時に複数の排他制御をしていませんから，同時に複数の PCPCPCPC からアクセスすると不整合が発生しますのでご注意ください。からアクセスすると不整合が発生しますのでご注意ください。からアクセスすると不整合が発生しますのでご注意ください。からアクセスすると不整合が発生しますのでご注意ください。        

 
(1)(1)(1)(1)    サーバー側（共有する家計簿データのあるサーバー側（共有する家計簿データのあるサーバー側（共有する家計簿データのあるサーバー側（共有する家計簿データのある PCPCPCPC））））    

    

a) ゆう子の家計簿32をインストールします。 
b) 共有する家計簿データ用のフォルダを作成します。 
  例  d: ¥共有data¥ 
 
 c) 上記「共有data」フォルダ上に、家計簿の「家計簿データの新規作成」で家計簿データを作成します。 
 例 家計簿データ名＝「出納帳」 → d: ¥共有data¥出納帳¥  のフォルダが作成されます。 
 
 d) フォルダを共有化します。 
 例 d:¥共有data¥  → d:または d: ¥共有data¥ を共有化 
 
    ＜注意＞＜注意＞＜注意＞＜注意＞    
家計簿データそのもの（例＝「家計簿データそのもの（例＝「家計簿データそのもの（例＝「家計簿データそのもの（例＝「d:d:d:d:\\\\共有データ共有データ共有データ共有データ\\\\出納帳」）を共有化しますと、クライアント側で家計簿データを指定で出納帳」）を共有化しますと、クライアント側で家計簿データを指定で出納帳」）を共有化しますと、クライアント側で家計簿データを指定で出納帳」）を共有化しますと、クライアント側で家計簿データを指定で

きません。きません。きません。きません。    

 
 
(2)(2)(2)(2)    クライアント側クライアント側クライアント側クライアント側    

 
 a) 上記共有フォルダをネットワークドライブに割り付けます。  
 例：ドライブ＝Ｈ  
 
 b)ゆう子の家計簿32をインストールします。 
 c)家計簿を起動し、メインメニュー「ファイル」「家計簿データの切り替え」でドライブＨの家計簿データを指
定します。 
 
    ＜留意点＞＜留意点＞＜留意点＞＜留意点＞    
・既に入力済みのデータを共有化する場合は (1) の(d)から行ってください。  
・「フォルダの共有化」や「ネットワークドライブの割り付け」方法はWindowsの機能ですから、Windowsヘ
ルプをご覧ください。 
 
 
 



 99 

111000...111000            EEExxxccceeelll、、、、、、、、、、、、AAAcccccceeessssss へへへへへへへへへへへへののののののののののののデデデデデデデデデデデデーーーーーーーーーーーータタタタタタタタタタタタ出出出出出出出出出出出出力力力力力力力力力力力力   
 
 帳票で表示したデータをExcelやAccessで加工するには次のようにします。 
 
(1) (1) (1) (1) 出力先ソフトの設定出力先ソフトの設定出力先ソフトの設定出力先ソフトの設定        

 メインメニュー「ファイル｣→「ＷＰ･表計算設定｣で表計算ソフトを設定します。 
マイクロソフトEXCELの場合は、直接起動することができます。 
 
 
(2) (2) (2) (2) 日付け形式の変更日付け形式の変更日付け形式の変更日付け形式の変更        

 明細表の標準の日付け形式は「m月 d日｣で同日は表示しません。このため表計算ソフトへ出力すると日付け
が変換できない、または同日が表示されないために後処理で不便なことがあります。 
 
そのときは次の方法で日付け形式を「yy/m/d｣(年は西暦の下2桁)形式とし、同日も出力するように変更すること
ができます。 
 
 ・￥家計簿データ名フォルダ￥sgprm32.dat｣ファイルをメモ帳等で開きます。 
 ・ Acce= 0 という項目がありますので、 Acce= 1 と書き換え保存します。 
 
この設定は家計簿データごとに行います。 
以上で、日付け形式が変更できます。 

 
＜注意＞ 
 パラメタファイル「sgprm32.dat｣は「￥家計簿プログラムフォルダ￥sgprm32.dat｣ にもありますが、このフ
ァイルはインストール時の参照パラメタのため、変更しても日付けを変更できません。 
必ず「￥家計簿データ名データ名データ名データ名フォルダ￥sgprm32.dat｣ のファイルを変更してください。 
 
例  家計簿データ名＝「我が家の家計簿｣ 
○ C:￥Program Files￥ゆう子32￥我が家の家計簿￥SGPRM32.DAT 
× C:￥Program Files￥ゆう子32￥SGPRM32.DAT 
 
 
(3) (3) (3) (3) 帳票表示か帳票表示か帳票表示か帳票表示から出力ら出力ら出力ら出力    

 ・帳票表示で、「表計算｣ボタンをクリックします。 
 ・出力ファイル名と出力範囲（ページ指定）を行います。 
 ・Excelが自動的に起動し、帳票データを表示します。 
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111000...111111   「「「「「「「「「「「「ゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆうううううううううううう子子子子子子子子子子子子のののののののののののの家家家家家家家家家家家家計計計計計計計計計計計計簿簿簿簿簿簿簿簿簿簿簿簿 333222」」」」」」」」」」」」のののののののののののの再再再再再再再再再再再再イイイイイイイイイイイインンンンンンンンンンンンスススススススススススストトトトトトトトトトトトーーーーーーーーーーーールルルルルルルルルルルル   
 
「ゆう子の家計簿32」が正常に動作しなくなったときは、家計簿プログラムの再インストールすることをお勧め
します。 
 
(1)(1)(1)(1)    データのバックアップを取りますデータのバックアップを取りますデータのバックアップを取りますデータのバックアップを取ります    

 万が一のために全データのバックアップを取っておきます。 
 メインメニュー「ファイル」→「バックアップ設定」→「手動縛アップ」で 
「全データのバックアップ」を取ります。 
 
(2)(2)(2)(2)    「ゆう子の家計簿「ゆう子の家計簿「ゆう子の家計簿「ゆう子の家計簿 32323232」を削除します」を削除します」を削除します」を削除します    

 スタートメニュー→「設定」→「コントロールパネル」→「アプリケーションの追加と削除」を起動します。 
「ゆう子の家計簿32」を選択し、削除ボタンをクリックします。 
 家計簿プログラムの削除が行われますが、家計簿データは削除されません。 
 
(3)(3)(3)(3)    フルパッケージから再インストールしますフルパッケージから再インストールしますフルパッケージから再インストールしますフルパッケージから再インストールします    

 「ゆう子の家計簿32」フルパッケージ（fyuko**.EXE）からインストールを行います。 
「ゆう子の家計簿 32」にはフルパッケージ（fyuko**.EXE）、部分パッケージ（pyuko**.EXE）、差分パッケージ
（syuko**.EXE）があります。 
フルパッケージ以外では、環境などがインストールされませんから、トラブルは解決しません。フルパッケージ以外では、環境などがインストールされませんから、トラブルは解決しません。フルパッケージ以外では、環境などがインストールされませんから、トラブルは解決しません。フルパッケージ以外では、環境などがインストールされませんから、トラブルは解決しません。    
 
(4)(4)(4)(4)    家計簿データを切り換えます。家計簿データを切り換えます。家計簿データを切り換えます。家計簿データを切り換えます。    

 もし家計簿データが以前の状態に戻らないときは、家計簿データ名が違っていることがあります。 
メインメニュー「ファイル」→「家計簿データの切り換え」で切り換えてみてください。 
 
 

111000...111222   トトトトトトトトトトトトララララララララララララブブブブブブブブブブブブルルルルルルルルルルルルへへへへへへへへへへへへのののののののののののの対対対対対対対対対対対対応応応応応応応応応応応応   
 
(1) (1) (1) (1) メインの表示画面のデータ表示がずれるメインの表示画面のデータ表示がずれるメインの表示画面のデータ表示がずれるメインの表示画面のデータ表示がずれる    

・「表示ずれの調整」（表示ずれ.exe）を起動してみてください。この中で調整できます。 
 
(2) (2) (2) (2) 過去のデータに戻れなくなってしまった。過去のデータに戻れなくなってしまった。過去のデータに戻れなくなってしまった。過去のデータに戻れなくなってしまった。    

・メインメニュー「設定」→「データ開始月・口座・初期残高設定」で「データ入力開始月」を確認してみてく
ださい。 
 
(3) (3) (3) (3) 現金の残高があわない。途中の月のデータが合わない。現金の残高があわない。途中の月のデータが合わない。現金の残高があわない。途中の月のデータが合わない。現金の残高があわない。途中の月のデータが合わない。    

・メインメニュー「入力・編集」→「全データの再計算」を起動してください。 
 
(4) (4) (4) (4) 起動後の入力画面のカレンダー日付がおかしい。起動後の入力画面のカレンダー日付がおかしい。起動後の入力画面のカレンダー日付がおかしい。起動後の入力画面のカレンダー日付がおかしい。    

・コントロールパネル → 時刻 でパソコンのシステム日付を確認してみてください。 
 なお、午前０時から３時までの３時間は前日の日付を表示します。 
 
(5) (5) (5) (5) レシート入力で，数量に小数点以下を入れると登録できない。レシート入力で，数量に小数点以下を入れると登録できない。レシート入力で，数量に小数点以下を入れると登録できない。レシート入力で，数量に小数点以下を入れると登録できない。    

・コントロールパネル → 地域 → 数値 で、「小数点の文字」の設定を確認してください。 
・「.」英記号半角ピリオド以外では正常動作しません。 
・英記号半角ピリオドに変更してください。（文字が見にくいので注意してください） 
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(6) (6) (6) (6) 入力済みデータが日付しか表示されない、帳票の数字で３桁区切りカンマ以下の数字が出力されない。入力済みデータが日付しか表示されない、帳票の数字で３桁区切りカンマ以下の数字が出力されない。入力済みデータが日付しか表示されない、帳票の数字で３桁区切りカンマ以下の数字が出力されない。入力済みデータが日付しか表示されない、帳票の数字で３桁区切りカンマ以下の数字が出力されない。    

または０になってしまう。または０になってしまう。または０になってしまう。または０になってしまう。    

・コントロールパネル→地域→数値 で、「小数点の文字」，「３桁区切り文字」の設定を確認してください。 
・次の設定以外では正常に動作しません。 
 
 小数点    「.」半角英記号のピリオド 
 桁区切り記号 「,」半角英記号のカンマ 
 区切る桁数  「3」 
 
(7) (7) (7) (7) オープニング画面は起動されるが，家計簿が起動されない。オープニング画面は起動されるが，家計簿が起動されない。オープニング画面は起動されるが，家計簿が起動されない。オープニング画面は起動されるが，家計簿が起動されない。    

・コントロールパネル → 地域 → 数値 で、(5),(6)の内容を確認してください。設定値によっては家計簿
が起動できなくなります。「オーバーフロー」のエラーが発生する場合もあります。 
・「パスが見つかりません」「パスが見つかりません」「パスが見つかりません」「パスが見つかりません」のエラーが表示される場合は， 
 →ファイルが読み込み専用になっている。ＣＤ－Ｒなどにバックアップしたデータを戻すと全てのファイルが
読み込み専用となり、家計簿が動作しません。全ファイルの属性をエクスプローラを使って変更してください。 
→「￥data」フォルダが無くなっている可能性があります。エクスプローラ等で確認してください。（英数文
字では全角，半角がわかりにくいですから注意してください） 
・タスクバーには「ゆう子の家計簿タスクバーには「ゆう子の家計簿タスクバーには「ゆう子の家計簿タスクバーには「ゆう子の家計簿 32323232」が表示されるが、ウインドウが表示されない、」が表示されるが、ウインドウが表示されない、」が表示されるが、ウインドウが表示されない、」が表示されるが、ウインドウが表示されない、タスクバーのメニュ
ーで「最大化」すると表示できる場合は、表示位置がＣＲＴ画面の外になっている可能性があります。「...
￥wps.dat」を削除して下さい。￥wps.datファイルが無い場合はデフォルトの表示位置で起動します。 
 
(8) (8) (8) (8) ERROR CODE=544ERROR CODE=544ERROR CODE=544ERROR CODE=544    が発生し起動できないが発生し起動できないが発生し起動できないが発生し起動できない    

・ ERROR CODE=544 はこの家計簿で使用している市販のDLL Qpro32.dll が何らかの原因で古くなって
しまうと発生します。 
 他のフリーソフトやシェアウエアで使用していて強制的に上書きされてしまった場合や、家計簿をインストー
ルしたとき、家計簿で使用しているQpro32.dllへ書き換えが出来なかったときに発生します。 
・ 対応 
 家計簿をインストール時に使用する、解凍用フォルダ（通常はC:¥temp_0）に Qpro32.dll がありますので、
c:¥windows¥system フォルダへ強制的にコピーします。 
 
(9)(9)(9)(9)文字フォントがきたない、みにくい。文字フォントがきたない、みにくい。文字フォントがきたない、みにくい。文字フォントがきたない、みにくい。    

・コントロールパネル → 画面 → ディスプレイの詳細 で解像度を確認してください。 
・この家計簿ソフトは 800×600ドット以上を前提としています。640×480ドットでは文字が小さくなり過ぎ
てきたなくなります。 
 
(10)(10)(10)(10)    起動時、または全データの再計算でエラーが発生する。起動時、または全データの再計算でエラーが発生する。起動時、または全データの再計算でエラーが発生する。起動時、または全データの再計算でエラーが発生する。    

・エラーデータが含まれている可能性がありますので、「修復.exe」プログラムを起動してみてください。 
 
(11)(11)(11)(11)表示が文字化けする。表示が文字化けする。表示が文字化けする。表示が文字化けする。    

・英語版のＶＢ実行環境がインストールされている可能性があります。英語版ＶＢで作成されたアプリケーショ
ンをインストールしても発生する可能性があります。 
・ゆう子の家計簿32を再インストールしてください。 
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111000...111333   ゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆうううううううううううう子子子子子子子子子子子子のののののののののののの家家家家家家家家家家家家計計計計計計計計計計計計簿簿簿簿簿簿簿簿簿簿簿簿(((111666 ﾋﾋﾋﾋﾋﾋﾋﾋﾋﾋﾋﾋﾞ゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙ｯｯｯｯｯｯｯｯｯｯｯｯﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄ版版版版版版版版版版版版)))かかかかかかかかかかかかららららららららららららののののののののののののデデデデデデデデデデデデーーーーーーーーーーーータタタタタタタタタタタタ変変変変変変変変変変変変換換換換換換換換換換換換   
 
 従来の「ゆう子の家計簿」(16 ﾋﾞｯﾄ版)と「ゆう子の家計簿３２」はデータの互換性がありません。「ゆう子の
家計簿」(16 ﾋﾞｯﾄ版)をお使いの方で、「ゆう子の家計簿３２」へデータを移行される方は、「変換」プログラムを
お使いください。 
 
(1) 起動 
 
「ゆう子の家計簿３２」のインストール先フォルダ（通常は :files艪､子32j内の「変換.exe」を起動します。 
 
(2) 操作方法 
 
・「ゆう子の家計簿」のプログラムのフォルダを指定します。 
・変換ボタンをクリックします。 
 
 後は「ゆう子の家計簿３２」のフォルダの下に新しいデータを作成します。 
 
・「ゆう子の家計簿３２」の中で「入力編集」→「全データの再計算」を行ってください。 
 
 これにより、残高を計算します。 
 
変換上の留意点 
 
・家計簿のプログラムのフォルダ以外に家計簿データを作成してある場合は，一度 「ゆう子の家計簿」(16 ﾋﾞｯﾄ
版)のプログラムの下にデータをコピーしてから変換してください。 
・贈答相手を３項目（４１人以上）設定してある場合は，３２ビット版における仕様変更のため２項目に集約し
ます。３項目目の４１人から６０人の贈答相手は１項目目および２項目目に分けて追加します。 
 
 ３２ビット版では内訳が３０まで設定できますから，２項目で６０人を設定できます。 
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１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１．．．．．．．．．．．．イイイイイイイイイイイインンンンンンンンンンンンスススススススススススストトトトトトトトトトトトーーーーーーーーーーーールルルルルルルルルルルルととととととととととととアアアアアアアアアアアアンンンンンンンンンンンンイイイイイイイイイイイイスススススススススススストトトトトトトトトトトトーーーーーーーーーーーールルルルルルルルルルルル   

111111...111   「「「「「「「「「「「「ゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆうううううううううううう子子子子子子子子子子子子のののののののののののの家家家家家家家家家家家家計計計計計計計計計計計計簿簿簿簿簿簿簿簿簿簿簿簿 333222」」」」」」」」」」」」ののののののののののののイイイイイイイイイイイインンンンンンンンンンンンスススススススススススストトトトトトトトトトトトーーーーーーーーーーーールルルルルルルルルルルル用用用用用用用用用用用用フフフフフフフフフフフファァァァァァァァァァァァイイイイイイイイイイイイルルルルルルルルルルルルのののののののののののの種種種種種種種種種種種種類類類類類類類類類類類類   
 公開しているインストール用ファイルには次の2種類があります。 
  

a) fyuko???.EXE ： フルパッケージ（VB5.0実行環境を含む） 
  b) syuko???.EXE ：差分パッケージ（前バージョンと差） 
  
 新規のインストール時はフルパッケージを御利用下さい。 
 差分パッケージは、前バージョンとの差のファイルです。メジャー･バージョン名（番号の最上位）が同じ場合
に適用できます。 
 例：  Ver.2.5A → Ver.2.5B       OK 
     Ver.2.1A → Ver.2.5A    OK 
     Ver.1.1A →  Ver.2.5A    NG    メジャー･バージョン名が異なるため 
 
 

111111...222            新新新新新新新新新新新新規規規規規規規規規規規規ののののののののののののイイイイイイイイイイイインンンンンンンンンンンンスススススススススススストトトトトトトトトトトトーーーーーーーーーーーールルルルルルルルルルルル（（（（（（（（（（（（ＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｓｓｓｓｓｓｓｓｓｓｓｓ－－－－－－－－－－－－９９９９９９９９９９９９５５５５５５５５５５５５，，，，，，，，，，，，９９９９９９９９９９９９８８８８８８８８８８８８，，，，，，，，，，，，ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥ））））））））））））   
 (1) 「fyuko???.EXE」(???:バージョン)を起動します。 
 (2) インストール用の解凍先を問い合わせてきます。 
   変更しない場合は「C:¥temp_0¥」へ解凍します。 
  (3) 解凍を開始します。 
 (4) 解凍後にインストールプログラムが起動します（全面ブルーの画面）。 
   インストール先を問い合わせてきます。 
   変更しない場合は「C:¥program files¥ゆう子32」へインストールします。 
 (5) 家計簿が起動します。 
 
 解凍用フォルダ C:¥temp_0 は、インストール用の一時使用フォルダですから、インストール完了後に削除
してもかまいません。 
 
 

111111...333            新新新新新新新新新新新新規規規規規規規規規規規規ののののののののののののイイイイイイイイイイイインンンンンンンンンンンンスススススススススススストトトトトトトトトトトトーーーーーーーーーーーールルルルルルルルルルルル（（（（（（（（（（（（ＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｓｓｓｓｓｓｓｓｓｓｓｓ－－－－－－－－－－－－XXXXXXXXXXXXPPPPPPPPPPPP，，，，，，，，，，，，222222222222000000000000000000000000000000000000，，，，，，，，，，，，NNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTT444444444444............000000000000））））））））））））   
 Windows-XP、2000、 NT4.0ではユーザが「コンピュータの管理者」と「利用者」に別れています。 
Windwos-XP   「コンピュータの管理者」－「制限付きユーザ」 
Windwos-2000 「コンピュータの管理者」－「標準ユーザ」－「制限付きユーザ」 
Windwos-NT4.0 「コンピュータの管理者」－「一般ユーザ」 
「管理者」権限でしか家計簿を使用しないようであれば、前記「管理者」権限でしか家計簿を使用しないようであれば、前記「管理者」権限でしか家計簿を使用しないようであれば、前記「管理者」権限でしか家計簿を使用しないようであれば、前記 11.211.211.211.2のインストールの方法で問題ありません。のインストールの方法で問題ありません。のインストールの方法で問題ありません。のインストールの方法で問題ありません。    
    
しかし「利用者」でも家計簿を利用する場合は「管理者」と「利用者」ではインストール方法が異なり、次のよ
うなステップで行います。 
・「管理者」権限で新規のインストールを行います。このときインストール先を変更してインストールします。 
・「利用者」はメニューの追加機能で、管理者がインストールした家計簿プログラムをメニューへ追加します。 
 
(1) 管理者でのインストール 
前記 11.2に従ってインストールしてください。このとき、インストール先フォルダは「c:¥Program files」
フォルダ以外の独自のフォルダ（例「c:¥kakeibo¥」）を作成しインストールします。 
変更する理由は、「ゆう子の家計簿32」は各種情報をプログラムのフォルダと同じ所に保存していますが、「利
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用者」からは「Program files」フォルダ上のファイルの変更が禁止されていて、家計簿が必要なファイルを
変更できないためです。 

(2) 利用者でのインストール 
 コンピュータにはすでに家計簿をインストールずみなので、利用者から家計簿が利用できるようにメニューに
追加します。 
･Windows-XP   
  エクスプローラを使い c:¥(ｲﾝｽﾄｰﾙ先) フォルダを開きます。 

¥ゆう子32.exeをポイントして、マウス右クリックします。 
「スタートメニューへアイコンを追加」をクリックします。 
･Windows-2000, TN4.0 
「スタートメニュー」→「設定」 →「タスクバーとスタートメニューの設定」を開きます。 
「詳細」タブを開きます。 
スタートメニュー「追加」ボタンをクリックします。 
プログラムの参照で c:¥(ｲﾝｽﾄｰﾙ先)  ゆう子32.exe を指定します。 
ショートカットの作成先を聞いてきますので、「プログラム」へ作成します。必要に応じて新しい 
フォルダを作成してください。 

 
 

111111...444   アアアアアアアアアアアアンンンンンンンンンンンンイイイイイイイイイイイインンンンンンンンンンンンスススススススススススストトトトトトトトトトトトーーーーーーーーーーーールルルルルルルルルルルル(((削削削削削削削削削削削削除除除除除除除除除除除除)))   
(1) 「スタートメニュー」→「設定」→「コントロールパネル」→「アプリケーションの登録と削除」 
を開きます。 

 (2)「ゆう子の家計簿３２」を選択して「削除ボタン」をクリックします。 
   削除プログラムが動作します。 
 (3) このプログラムで生成したデータ、フォルダを手動で削除します。 
   削除プログラムでは、このプログラムで生成したデータ、フォルダを削除しません。 
   完全に消去するには エクスプローラ等で c:¥Program files¥ゆう子32¥ フォルダを削除します。 
   ただし、「ゆう子の家計簿32」を再インストールするときは残しておきます。 
  (4) スタートアップに登録してある場合は次のようにして削除します。 
   ・スタートメニューの「設定」→「タスクバーとスタートメニュー」→ 
    「スタートメニューの設定」で「削除」を選択します。 
   ・メニューツリーが表示されますから，「スタートアップ」を開きます。 
   ・「ゆう子32.exe」がありますので，選んで削除ボタンをおします。 
   ・ウインドウを閉じます。 
 (5) デスクトップ上の起動アイコンがある場合はごみ箱に捨てます。 
 
 Windows-XP, 2000, NT4.0 の「利用者」の場合は、スタートメニューの「ゆう子の家計簿32」メニュー上で
マウス右クリックし、削除を選択します。 
 
 

111111...555      ババババババババババババーーーーーーーーーーーージジジジジジジジジジジジョョョョョョョョョョョョンンンンンンンンンンンンアアアアアアアアアアアアッッッッッッッッッッッッププププププププププププ   
バージョンアップ用差分ファイルからインストールします。 
 ・差分ファイル「syuko???.EXE」(???:バージョン)を起動します。 
 ・インストール先を設定します（通常は 「c:¥program files¥ゆう子32」）。 
 ・自動的に上書きします。 
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111111...666   イイイイイイイイイイイインンンンンンンンンンンンスススススススススススストトトトトトトトトトトトーーーーーーーーーーーールルルルルルルルルルルルででででででででででででエエエエエエエエエエエエララララララララララララーーーーーーーーーーーーととととととととととととななななななななななななっっっっっっっっっっっったたたたたたたたたたたた場場場場場場場場場場場場合合合合合合合合合合合合   
 
(1) 「ｾｯｯﾄｱｯﾌﾟは既存のﾌｧｲﾙを上書きしようとしています。これにより既存のｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝのﾃﾞｰﾀが破壊されること
があります」 
 既に「ゆう子の家計簿３２」がインストールしてある場合に発生します。家計簿のデータが破壊されることは
ありませんが、いったんインストールを中止し、既存の「ゆう子の家計簿３２」をアンインストールしてから、
再インストールすることをお勧めします。 
  
 
(2) 「他のアプリケーションが使用中」 
 「ゆう子の家計簿32」でインストールしようとしているDLL、OCXが他で使用中の場合に発生します。 
 
 ･「Alt」＋「Tab」キーを入力します。 
 ･動作中のアプリケーション･ソフトが表示されますので、それぞれを終了します。 
 ･「Setup.exe」を実行し、再度インストールを行います。 
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１１１１１１１１１１１１２２２２２２２２２２２２．．．．．．．．．．．．ササササササササササササポポポポポポポポポポポポーーーーーーーーーーーートトトトトトトトトトトト（（（（（（（（（（（（問問問問問問問問問問問問いいいいいいいいいいいい合合合合合合合合合合合合わわわわわわわわわわわわせせせせせせせせせせせせ））））））））））））   
 
 ゆう子の家計簿32についてのご質問、要望、トラブル問い合わせなどのサポートは次の方法で行います。 
 
(1) (1) (1) (1) 電子メール電子メール電子メール電子メール    

 InterNet の電子メールを使用します。 
 
下記のＩＤ宛てに電子メールをお送りください。 
 

E-Mail   : gha12037@nifty.ne.jp  または yandy@mb.infoweb.ne.jp 
 
 なお、お問い合わせいただく前に、ヘルプの中に類似の内容がないかお調べください。キーワードで検索する
と簡単です。 
 また、メインメニュー「ヘルプ」→「問い合わせメール作成」でサポート用メール文書の作成ができますので
ご利用ください。バージョンや動作環境などが自動的にメールに書き込まれますので、回答がしやすくなります。 
 
a) メインメニュー「ヘルプ」→「問い合わせメール作成」でメモ帳が起動します。 
b) 内容部分を加筆し、ファイルに書き込みますと、￥ｻﾎﾟｰﾄﾒｰﾙ.TXTを作成します。 
c) 電子メールソフトを起動します。 
d) 電子メール入力で、文書をコピー＆ペーストで入力します。 
e) インターネットに接続し、メールを送信します。 
 
(2) (2) (2) (2) ホームページホームページホームページホームページ    

 インターネットのホームページにＦＡＱ（よくある質問）を用意していますのでご覧ください。 
また最新版もダウンロードできます。ＵＲＬは以下の通りです。 
 

http://homepage1.nifty.com/yandy/index.htm 
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１１１１１１１１１１１１３３３３３３３３３３３３．．．．．．．．．．．．継継継継継継継継継継継継続続続続続続続続続続続続使使使使使使使使使使使使用用用用用用用用用用用用とととととととととととと送送送送送送送送送送送送金金金金金金金金金金金金ににににににににににににつつつつつつつつつつつついいいいいいいいいいいいてててててててててててて   

111333...111 継継継継継継継継継継継継続続続続続続続続続続続続使使使使使使使使使使使使用用用用用用用用用用用用のののののののののののの手手手手手手手手手手手手続続続続続続続続続続続続きききききききききききき   
 この「ゆう子の家計簿３２」はシェアウエア（有償ソフトウエア）となっています。 
 インストール後６０日間の試用期間を設定してあり、その後も継続使用をご希望される方は、利用料の送金を
お願いします。折り返し、登録キーをお送りします。 
 試用期間中の機能と登録キーを設定後の機能に差はありません。また、試用期間が終了後もデータは保存され
ますので、登録キーを取得、設定していただければ以前のデータが有効になります。 
 登録キーは「ゆう子の家計簿」(１６ビット版)と同じですから、既に「ゆう子の家計簿」のキーをお持ちの方
は、改めて送金は必要ありません。 
 
(1) (1) (1) (1) 利用料利用料利用料利用料    

 
「ゆう子の家計簿３２」 ・・・￥３０００円 
 
 登録キーを取得した後のバージョンアップは無料です。必要に応じてダウンロードしてください。 
 
(2) (2) (2) (2) 登録キーの取得方法登録キーの取得方法登録キーの取得方法登録キーの取得方法    

 登録キーの取得は次の方法で行ってください。 
 
 (a) 利用料を送金します。 
 
 送金方法には次の２通りあります。 
 
・株式会社ベクターのシェアレジ 
・郵便振替による送金 
 
 送金が確認されしだい、電子メールまたは郵便にて登録キーをお送りしますから、 
 
 (b) 登録キーを設定します。 
 
 なお、継続使用のための登録キーはメインメニュー「ファイル」－「利用者登録」で設定する「氏名」および
「ＩＤ（登録日）」から生成しています。ご希望により「氏名」をご家族の名前にすることもできますので、メー
ルにてご連絡ください。 
 
 
＜注意＞＜注意＞＜注意＞＜注意＞    
    銀行口座への振り込みは送金された方の住所がこちらに連絡さませんから､登録キーをお送りすること銀行口座への振り込みは送金された方の住所がこちらに連絡さませんから､登録キーをお送りすること銀行口座への振り込みは送金された方の住所がこちらに連絡さませんから､登録キーをお送りすること銀行口座への振り込みは送金された方の住所がこちらに連絡さませんから､登録キーをお送りすることができません。ができません。ができません。ができません。

住所をご連絡いただく必要があります。電子メールでお問い合わせください。住所をご連絡いただく必要があります。電子メールでお問い合わせください。住所をご連絡いただく必要があります。電子メールでお問い合わせください。住所をご連絡いただく必要があります。電子メールでお問い合わせください。    
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13.1.1 株式会社ベクターのシェアレジ株式会社ベクターのシェアレジ株式会社ベクターのシェアレジ株式会社ベクターのシェアレジ 

 株式会社ベクターの送金代行システム「シェアレジ」を利用して送金する方法で、インターネット上でクレジ
ットカードを利用して送金ができます。次のＵＲＬを参照してください。 
 
 株式会社ベクター http://www.vector.co.jp/  
 送金のページ   https://sw.vector.co.jp/swreg/step1.reserve?srno=SR002834 
 
 シェアレジ作品番号 : SR002834 
 シェアレジ作品名   : ゆう子の家計簿３２ 
 
 
 

13.1.2 郵便振替郵便振替郵便振替郵便振替 

 郵便振替(通常払い込み)による送金方法です。振込手数料(７０円)はご負担願います。 
最寄りの郵便局で手数料送金者負担の払い込み用紙（青色の用紙）をご利用ください。 
 
・口座 
  口座番号  ００５２０－８－３１８９１番 
  口座名義  松沢義彦（マツザワ ヨシヒコ） 
 
・連絡内容 
 郵便振替（通常払い込み）の場合は，次の内容を通信欄(2枚目)へご記入ください。 
 
1. 郵便番号、住所 
2. 氏名    (電子メールアドレス：お持ちの方、間違いやすいので、楷書にて) 
3. ソフト名「ゆう子の家計簿３２」、バージョン番号 Ver.?? 
 
 バージョン番号は、家計簿のウインドウのタイトルに表示されています。 
 
郵便振替(通常払い込み)は送金の確認に１週間ほどかかりますので、予めご承知おきください。 
 
郵便振替の電信扱いでは送金しないでください。電信扱いでは送金された方の住所がこちらに連絡さませんから､
登録キーをお送りすることができません。 
 
 万が一、２週間が過ぎても登録キーが届かなかった場合は、次のところへご連絡ください。 
 
葉書   〒399-0023 松本市内田６２－１０ 松澤 裕子(または 松澤 義彦) 
 
E-Mail    gha12037@nifty.ne.jp または yandy@mb.infoweb.ne.jp 
 
 

111333...222   登登登登登登登登登登登登録録録録録録録録録録録録キキキキキキキキキキキキーーーーーーーーーーーーのののののののののののの設設設設設設設設設設設設定定定定定定定定定定定定   
 
(1) (1) (1) (1) 登録キーのお知らせ登録キーのお知らせ登録キーのお知らせ登録キーのお知らせ    

 送金を確認しますと、次のような登録キーを記述した電子メール（または葉書）をお送りいたします。 
-------------------------------- 



 109 

 氏 名    ：○○ ○○  様 
 ＩＤ(登録日)：nnnnnnnn 
 登録キー  ：XXXX-XXXX-XXXX 
-------------------------------- 
 
登録キーが届きましたらメインメニュー「ファイル」→「利用者登録」で登録します。  
 
(2) (2) (2) (2) 利用者、登録キーの設定（電子メールから）利用者、登録キーの設定（電子メールから）利用者、登録キーの設定（電子メールから）利用者、登録キーの設定（電子メールから）    

 上記メールの上段と下段の「------」の間をクリップボードへコピー（複写）します。利用者登録の画面で「貼
り付け」ボタンをクリックしますと各入力欄にペーストされます。これで登録キーに関する情報が入力フィール
ドにセットされます。 
なお、連絡方法は手で選択してください。 
 
(3) (3) (3) (3) 利用者、登録キーの設定（葉書から）利用者、登録キーの設定（葉書から）利用者、登録キーの設定（葉書から）利用者、登録キーの設定（葉書から）    

 葉書の場合は、直接キーボードから入力します。その時は誤りのないように入力してください。氏名（全角文
字）と ID欄（半角文字）の文字も上記の通り入力してください。特に半角－全角をご注意ください。 
 
登録キーは「XXXX-XXXX-XXXX」のように、４桁の半角の英数字(0～9,ABCD)が３組と、その間に半角のハイ
フン「-」 が入ったコードです。大文字・小文字の区別はありません。 
 
 終了ボタンでディスクに保存します。エラーメッセージが表示されたときは、氏名欄、ＩＤ欄または登録キー
欄が正しく登録されていませんので、再確認してください。 
 
 これ以降、継続使用が可能となります。 
 
(4) (4) (4) (4) 登録キーのバックアップ登録キーのバックアップ登録キーのバックアップ登録キーのバックアップ    

 ＨＤＤの故障など万が一のために登録キーのバックアップを取っておいてください。なお、メインメニュー「フ
ァイル」→「バックアップ設定」で自動バックアップを選択した場合はその中で保存します。 
 
＜参照＞ 
 継続使用について 
 利用者登録 
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１１１１１１１１１１１１４４４４４４４４４４４４．．．．．．．．．．．．仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕様様様様様様様様様様様様   
 
(1) (1) (1) (1) 家計簿データの数家計簿データの数家計簿データの数家計簿データの数    

 制限ありません。 
 
(2) (2) (2) (2) １ヶ月の 大入力数１ヶ月の 大入力数１ヶ月の 大入力数１ヶ月の 大入力数    

 ３０００件 
 
(3) (3) (3) (3) 期間期間期間期間    

 １９８０年１月１日から２０２０年１２月３１日まで入力可能 
 
(4) (4) (4) (4) 金額金額金額金額    

 この家計簿では１０億円未満の金額まで扱えます。 
 
・メイン入力画面   99,999,999円 ～  -9,999,999円 
・レシート入力         9,999,999円 ～    -999,999円 
・パターン入力         9,999,999円 ～    -999,999円 
・小計入力           9,999,999円 ～    -999,999円 
・表示・出力            999,999,999円 ～ -99,999,999円 
 
・口座設定          999,999,999円 ～ -99,999,999円 
 
(5) (5) (5) (5) コード、 大数数コード、 大数数コード、 大数数コード、 大数数        

名称文字数       コード         最大数 
・支出項目  漢字６文字  01～24   ２４個 
・口座項目  漢字６文字  26～28   ３個（名称は固定） 
・収入項目  漢字６文字  31～38   ８個 
・内訳    漢字６文字  01～30   ３０個（各項目に対して） 
・備考    漢字１２文字 01～20   ２０個（各項目に対して） 
・口座    漢字６文字  01～30   ３０個 
 
(6) (6) (6) (6) 自動振替自動振替自動振替自動振替    

・振替   ２０件 
・ローン  ２０件 
 
(7)(7)(7)(7)レシート入力レシート入力レシート入力レシート入力    

・商品  漢字６文字 項目･内訳ごとで最大99品目 
・店名  漢字４文字 家計簿データごと最大60店 
 
(8) (8) (8) (8) パターン入力パターン入力パターン入力パターン入力    

・登録数    ５パターン 
・各行数    １パターンについて２０行  
・パターン名  漢字８文字 
 
(9) (9) (9) (9) 小計入力小計入力小計入力小計入力    

・登録数    ５種 
・各行数    １パターンについて２０行  
・パターン名  漢字８文字 
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(10)(10)(10)(10)贈答入力贈答入力贈答入力贈答入力    

・贈答の事由  ６０個 
・贈答の品物  ９９個 
・贈答相手        ６０人 
 
(11)(11)(11)(11)帳票帳票帳票帳票    

 全帳票は、表示、プリンタ出力、TXTファイル、CSVファイル、ＷＰ、表計算、クリップボードへ出力可能。 
 
・現金出納帳    ・項目別明細表 
・口座別明細表   ・日別収支表   
・月間収支表    ・年間収支表 
・項目別内訳表   ・項目･口座推移表 
・項目別内訳推移表 ・複数年比較表 
・相手別贈答一覧表 ・商品安値一覧表 
・備考集計表    ・収支計画表 
 
(12) (12) (12) (12) グラフグラフグラフグラフ    

・月間収支グラフ  ・項目別内訳グラフ 
・年間推移グラフ      ・内訳推移グラフ 
・複数年比較グラフ 
 
(12) (12) (12) (12) メモメモメモメモ    

 １日当たり漢字１５０文字（または最大１０行）まで入力可能。 
 
(13) (13) (13) (13) 検索検索検索検索    

・項目、内訳、金額、備考文字列、口座で検索可能。 
 
(14) (14) (14) (14) その他の機能その他の機能その他の機能その他の機能    

・自動口座残高チェック  ・自動メモ表示 
・一時保管・再利用    ・パスワード設定 
・予算設定        ・金券管理 
・贈答記録        ・自動バックアップ 
・項目並び替え 


