
別紙1　公営企業会計システム要求機能要件

1 WEB環境上で稼動するシステムであること。

2
メニュー構成が職員がわかりやすいように処理フローになっていること。また、メニューにマウス（フォーカス）をあてると機能概要が表
示され、職員が運用し易い考慮がなされていること。

3
セキュリティー管理の一環として、所属・担当・職員コード・パスワード管理の設定ができること。また、職員単位で業務利用制限や
データ取扱権限（登録・参照・削除）を設定できる機能が備わっていること。

4
さまざまな入力チェック機能により、入力ミスの防止をサポートする機能が備わっていること。
また、操作履歴（職員コード、処理画面、処理モードなど）の保持ができること。

5
各種帳票印刷については、プレビュー機能が備わっており、必要に応じたページのみの印刷が可能であること。また、すべての帳票
について印刷機能・プレビュー機能・ＣＳＶ出力機能・ＰＤＦ化機能が備わっていること。

6
複数端末で同時に同じ操作を行い、データ更新を行ってもエラーになることなくシステムできちんとデータ登録できる機能が備わっ
ていること。

7
日付入力では、カレンダーを表示することができ、そのカレンダーから日付を選択できる機能が備わっていること。また、日付には平
日・休日の設定ができること。

8
財務データと固定資産管理データの償却費や除却費連動などシステム間でデータ連携されており、１つのデータが必要とされる各
種項目へ反映できること。

9
振替伝票や支払伝票については伝票登録を行うのではなく、支出命令書及び支出負担行為兼支出命令書からのデータにより自動
作成できること。また、振替伝票（調定）や収入伝票についても伝票登録を行うのではなく、調定や収入登録により自動作成できるこ
と。

10
会計データについてはハードウェアの容量の許す限り保存が可能であること。その保存データを活用し、伝票コピー機能を使用し支
出伝票を作成したり、比較損益計算書・貸借対照表等分析資料の作成ができること。

11
債権者データについては、適用開始日付で管理し、年度末・年度当初に代表者名等変更があった場合、伝票日付により新旧の債
権者データの使いわけができること。

12
伝票決裁欄については、例規に定められた予算科目、取引金額によって、自動で変更設定できること。また、支出負担行為伺書、
支出命令書、振替伝票、支払伝票、収入伝票、予算流用充用伝票など伝票単位での設定ができること。

13 必要な作表物を縦列・横列を任意に設定することによりさまざまな統計資料・分析資料を作成することができること。

14
各種科目については、年度別管理を行っており、年度により科目コードが変わった場合でも予算編成時の前年度予算比較や決算
時の前年決算比較をきちんと行うことができる機能を備えていいること。

15
勘定科目で年度別管理しなくても収入については年度別管理ができる機能を備えていること。また、下水道使用料以外については
未収金管理ができ、手数料等未収金の特定ができる機能を備えていること。

16 支払の予算管理は、予定レベル、負担レベル、執行レベルの３段階で行うことができること。

17
予算をきちんと積算基礎から作成し、その基礎データより執行を行うことを目的とするため、予算科目体系を款・項・目・節・細節・明
細（説明）の6階層で作成できること。

18 支払の決裁伝票は、物品購入用、工事用、経常経費用、資金前渡用、ＢＳ（予算なし）用というように使途に使い分けれること。

19
税区分に関しては、あらかじめ消費税法等にそってシステムできちんと設定し、入力時に税区分を間違わないような工夫（入力でき
ない等）をこらしていること。また、支出・調定・振替データを作成時に消費税仕訳が作成できること。期中税抜き処理が行えること。

20
4条予算で執行した場合、直接、資産科目や資本科目が増加する仕訳が自動的に発生し、再度、伝票を作成しなくてもよいシステム
になっていること。また、直接、資産科目が増加する仕訳については、整理勘定に整理するのか、それとも直資産へ整理するのか、
各科目別に設定ができること。

21 システムのみならず、経理全般に関する質問について指導できること。平成26年度からの新会計制度についても指導ができること。

22 年１回程度のシステム・バージョンアップを行い、機能の充実・法改正対応などを図ること。

23
消費税計算方法（一括比例配分、個別対応方式）に対応していること。その場合、課税支出に対する収入課税区分がきちんと把握
できること。

24
新地方会計制度で必要であるキャッシュフロー計算書、セグメント管理表、補てん財源表、貸借対照表、損益計算書について予算・
決算時にＣＳＶデータ等で作成できること。

25
みなし償却廃止に伴い、既存固定遺産の減価償却費や累計額の再計算ができるとともに、長期前受金や利益剰余金への振替を行
う金額算定基礎の算出ができること。

１．共通業務　機能要件

処理概要
整理
番号
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別紙1　公営企業会計システム要求機能要件

26
次年度予算編成の準備として、予算科目や勘定科目等当年度マスタ関係を次年度へ一括コピーでき、次年度の会計環境を簡単に
作成できること。

27 当年度予算編成で使用した積算基礎や算式を次年度へコピーすることができ、次年度予算編成時に使用できること。

28

当年度の決算見込処理を下記２方法で対応可能なこと。
①決算見込を行う時点での執行額を自動集計し、その集計値に今後、執行するであろう予測値を加算する方法。予測値の加算に
ついては、科目単位で行うことができること。
②現行予算額（当初＋補正+流用充用）を自動集計し、決算見込額とする方法。
　補正予算額については3月補正を同時進行している場合は、現行予算額に含むことができること。

29

予算編成を行うにあたり、予算科目別に積算基礎や算式を登録し、予算要求額を登録できること。その際に登録漏れがないように予
算科目順に科目を自動表示させること。また、予算要求額を登録する場合、毎年、同じような契約単価のものについてはマスタ化で
き、そのマスタを使用することにより登録の簡素化をはかれること。積算基礎単価については税込登録するのか、税抜登録するのか
あらかじめ設定することができること。

30 予算額を千円単位に端数処理する際に、収入科目・切捨て、支出科目・切り上げを自動的に行うことができること。

31
予算見積要求書を作成するにあたり、予算見積要求書には前年度予算の積算根拠内容を印字し、新年度予算記入用紙として使用
することができること。予算要求額の登録後は、見積要求入力結果が印字され、査定をうけることができること。

32
予算見積要求書において、次年度予算額との比較数値として前年度予算額、当年度決算見込額又は前年決算額を印字することが
できること。当年度決算見込額を印字するか、前年決算額を印字するかについては出力画面より選択できること。

33 予算額確認用資料として、見積要求額及び査定額を科目別に一覧表を作表できること。

34 予算査定処理ができること。査定処理を開始することにより各課・各係で予算要求している場合は、予算要求登録を制御できること。

35 予算科目別に、査定結果を登録することができること。また、査定登録は最大５回まで可能で、その査定履歴管理ができること。

36 予算の査定結果について最大５回まで科目別に一覧表を作表できること。

37 当初予算及び補正予算の見積要求額から最終査定額までを画面で照会・確認できること。

38
予算額における”資本的収支と補填財源”を作成でき内部留保資金の把握ができること。また、その資本的収支と補填財源をCSV出
力ができること。

39
次年度予算額において収益的収入及び支出や資本的収入及び支出の節別比較表が作成できること。比較対象額においても次年
度予算額と前年度予算額、次年度予算額と前年度決算額、次年度予算額と決算見込額といったように使途にあわせて比較対象額
が選択できること。

40 市町村合併や首長長期不在、予算不成立等にそなえ暫定予算を管理できること。

41 シーリング機能を持たせ、対前年度予算に対し特定の一定率でと次年度予算に制御をかけることができること。

42 予算の確定については、議決日にて予算確定登録することにより執行サイドへ予算額を受け渡すことができるようにすること。

43
予算書の作成ができる機能（紙又はCSV）を有していること。予算書とは、前年度予定貸借対照表・前年度予定損益計算書・当年度
予定貸借対照表・当年度損益計算書・予算実施計画書・予算事項別明細書・キャッシュフロー計算書を指すものとする。

44
予算書を作成するために、予算額及び決算見込額を収入科目であれば「現金預金」か「未収金」、支出科目であれば「現金預金」か
「未払金」に自動比率按分できること。その按分結果額を予定貸借対照表や資金計画書等予算書に反映させ作成すること。また、そ
の自動比率は任意に設定することができ、当初予算・補正予算・決算見込それぞれ設定ができること。

45
予算額及び決算見込額を自動比率按分することにより、どのような按分結果であるのか確認できる一覧表が作表できること。また、一
覧表も使途にあわせ予算科目別及び勘定科目別それぞれで作表できること。

46 予算額及び決算見込額を自動比率按分した結果金額を手動調整できること。

47
予定貸借対照表や資金計画書等予算書作成に大きく影響する過年度未払金・未収金等予算額を伴わない取引仕訳についても任
意に金額を登録できること。その登録も現金預金なら現金預金に関する取引が画面に一覧で表示されるなどの操作性や効率性も備
えていること。

48 予算書を千円単位で作成できるように千円丸めが可能なこと。また、千円丸め結果についても任意で調整できること。

２．当初・補正予算編成業務　　機能要件

3．当初・補正予算書作成業務　　機能要件
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別紙1　公営企業会計システム要求機能要件

49
次年度予算が納税であるのか、還付であるのか、また、特定収入割合はどうなのかを判断し、予算に対する消費税額を算出すること
ができ、予算要求額や現年度消費税資本的収支調整額をきちんと把握できること。

50
見積要求額及び査定額に対しての消費税額を予算科目別に一覧表を作表できること。また、課税標準額、非課税額、不課税額、特
定収入額も把握することができること。

51
当初予算及び補正予算実施計画明細書及び事項別明細書の説明欄については、説明欄データを自動作成できること。また、その
説明欄データに対し追加・新規登録・訂正もできること。

52 当初予算及び補正予算実施計画書の備考欄については、説明文を新規登録することができること。

53
当初予算実施計画書及び補正予算実施計画書、暫定予算実施計画書を作表できること。また、縦印刷・横印刷の選択が可能で、
タイトルやページ数印字の変更、ページ印字可否の選択ができること。

54
当初予算事項別明細書及び補正予算事項別明細書、暫定予算事項別明細書を作表できること。また、縦印刷・横印刷の選択が可
能で、タイトルやページ数印字の変更、ページ印字可否の選択ができること。

55
決算見込及び当初予算、補正予算、暫定予算の損益計算書を円単位且つ千円単位で作表できること。また、縦印刷・横印刷の選
択が可能で、ページ数印字の変更、ページ印字可否の選択ができること。

56
決算見込及び当初予算、補正予算、暫定予算の貸借対照表を円単位且つ千円単位で作表できること。また、縦印刷・横印刷の選
択が可能で、ページ数印字の変更、ページ印字可否の選択ができること。

57
補正予算予定貸借対照表を作成するにあたり、決算見込値を使用するのか、それとも決算値を使用するのか選択ができること。決
算値を使用する場合は、当初予算時の予定貸借対照表と決算貸借対照表の差額調整を自動で行い、補正予算予定貸借対照表を
作成できること。

58 前年度貸借・当年度貸借・当年度損益のデータをもとに、キャッシュフロー計算書の作成ができること。

59
公営企業における予算の建設改良繰越・事故繰越が発生した場合に、その事業の支出負担行為データ又は予算額・予算科目を登
録することにより、次年度に自動反映できること。支出負担行為データを繰越した場合は、次年度でもその支出負担行為データを利
用することができること。

60 収入予算も繰越予算として登録できること。

61
繰越予算は、次年度では通常予算とはきちんと別管理を行い、決算時には決算報告書に反映すること。また、前払金額のある繰越
予算について、前年度支出データを参照に前払金の精算ができること。

62
繰越データ及び未執行データを把握するために、予定支出負担行為及び支出負担行為を行っているにも関わらず、執行を行って
いないデータの一覧表が作表ができること。

63 繰越対象のデータが予算科目別又は支出負担行為順に一覧表で作表でき、繰越予算を確認できること。

64 繰越予算科目を対象に予算額を越えて繰越していないかチェックリストが作成できること。

65 繰越対象予算科目の予算状況（当初・補正・流用充用）・執行状況・繰越状況が一覧表で作表でき確認できること。

66
予算の流用(予算科目同士の予算額の移動)、予算の充用(予備費から予算科目への予算額の移動）ができ、流用充用伝票が発行
できること。また、流用した予算額を何らかの事情により戻し入れを行わなければならない場合は、該当の流用伝票から戻し入れが
でき、且つ予算戻し入れ伝票が発行できること。

67

予算を流用する場合、下記条件にて流用制限をかけることができ、誤った流用処理を未然に防げること。
①人件費間のみの流用制限（３条、４条それぞれでの制限が必要）
②食料費及び交際費の流用禁止制限
③任意に条例・規則で定めてている流用制限

68
予算の流用や充用、戻し入れ状況を確認できる一覧表を作成できること。その際に使途にあわせ予算科目順や流用充用日付順の
出力してができること。

3．当初・補正予算書作成業務　　機能要件　続き

４．繰越予算業務　　機能要件

５．予算流充用業務　機能要件
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別紙1　公営企業会計システム要求機能要件

69

予算の執行額状況を下記の３レベル且つそのレベルでの下記内容が把握ができる一覧表が作表できること。
①支出負担行為レベルの当月執行額・執行累計額・予算残額・執行率及び予定支出負担行為額
②執行レベル（伝票発生レベル）の当月執行額・執行累計額・予算残額・執行率・未執行支出負担額・支出負担行為予算残額
③執行レベルの当月執行額・執行累計額・予算残額・執行に対する現金収入・支出及び執行に対する支払額・未収及び未払額・予
算振替充当額

70
当初予算や補正予算、流用・充用に分類印字し、現在の予算構成状況が把握・確認できる一覧表を作表できること。また、併せてそ
の予算構成状況による予算科目別の支出負担行為額・支出負担残額が把握・確認できること。

71
支出予算科目別に当初予算、補正予算、流用・充用の予算状況データや支出負担行為・支出命令の支払データを時系列に印字
し、いつ・どのような支払を行ったのか確認できる支出予算差引簿（帳簿）が作表できること。

72
支出予算差引簿は支払状況が確実に確認できるために必要な伝票日付、処理行為、伝票摘要、債権者、予算額、支出負担額、執
行額、執行月計、執行累計額、前月繰越額、予算残額、伝票番号、支払日が印字できること。また、特定科目のみの出力や節レベ
ル、細節レベル、明細レベルそれそれの科目レベルでの出力ができること。

73
収入予算科目別に当初予算、補正予算、流用・充用の予算状況データや調定データを時系列に印字し、いつ・どのような調定を
行ったのか確認できる収入予算差引簿（帳簿）が作表できること。

74
収入予算差引簿は調定状況が確実に確認できるために必要な伝票日付、処理行為、伝票摘要、債権者、予算額、調定額、調定減
額、調定振替額、執行累計額、予算残額、収納日が印字できること。また、特定科目のみの出力や節レベル、細節レベル、明細レベ
ルそれそれの科目レベルでの出力ができること。

75
支払データを登録する際に予算残高を超えて執行しようとしたとき、強制的に執行できるか、それとも流用等し予算残高に達しないと
執行できないようにするか運用にあわせて任意に設定ができること。

76 予算額を超えて強制的に執行する運用を行った際に、予算額を超えて執行している科目がチェックできるリストが作表できること。

77 支出予算差引簿及び収入予算差引簿を画面でも照会できること。

78 予算残がない場合、”強制的に執行できる”にするか”流用充用後執行できる”にするか運用にあわせて設定できること。

79
「物品購入伺」「工事施工伺」レベルでの起案要求として予定支出負担行為入力を行うことができ、決裁伝票として予定支出負担行
為伺書（起案伺書）を発行できること。併せて予算残額の管理も行えること。

80
契約段階での行為として支出負担行為伺入力を行うことができ、決裁伝票として支出負担行為伺書を発行できること。併せてせて予
算残額の管理を行えること。また、工事の場合の前払・部分払及び委託の場合の複数払（年間決裁）にも対応していること。

81

公営企業における主要取引業務として「物品購入」「工事」「業務委託」「経常経費」「資金前渡」「予算を伴わない支出業務」の６種あ
るが、その取引にあわせた支出負担行為伺書及び支出命令書、支出負担行為兼支出命令書が発行できること。例えば「工事」であ
れば工事内容・場所・工期・着手及び完了年月日等の印字できたり、「物品購入」であれば単価・数量・品名の印字できたりと決裁使
途に見合った内容の決裁伝票が発行できること。

82
工事の工期変更、委託の業務内容変更により契約変更が発生する場合に支出負担行為伺入力済のデータを元に金額等契約内容
の変更ができ、決裁伝票として変更支出負担行為伺書を発行できること。また、その変更の履歴（複数回の変更履歴）をきちんと管
理できること。

83
変更支出負担行為伺書で決裁を受ける決裁金額については、変更金額を決裁金額とする場合と変更後全体金額を決裁金額とす
る場合が考えられるが、任意の設定によりどちらでも対応できるようにすること。また、金額を変更せず契約内容を変更する場合、０円
での変更支出負担行為伺書にも対応できること。

84 契約時に工事のＪＶなどで契約先業者と支払先業者が異なる場合があるが、その登録・管理も対応していること。

85

債権者から請求があり支払行為を行う場合、支出負担行為番号を登録することにより支出負担行為伺書の情報を表示し、支払日・
口座情報を登録するだけで、決裁伝票の支出命令書が発行できること。また、債権者の支払口座情報は、前払口座、普通口座等複
数管理されており、登録画面より簡単に選択できること。債権者がマスタデータに登録されていない場合でも同一画面にて債権者
データを登録することができること。

86
支出負担行為伺書にて年間決裁（１負担行為に対し１２支払）を受けている債務に対し、支出負担行為決裁額まで支出命令書を複
数回発行できること。

７．起票/勘定管理業務：支払業務　　機能要件

６．予算執行管理業務　　機能要件
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87

支出命令書を発行した段階で発生主義の原則に従い、未払金計上を自動的に行うこと。また、期中未払計上を行わない場合や科
目によって未払計上する・しない場合などマスタ設定により自動的に未払管理が行うことができること。年度末においても翌年度の支
払日を登録するだけで自動的に未払計上し、支払データを繰り越すことができること。なお、未払計上の振替伝票は新たに伝票作
成することなく、支出命令書を発行するだけで未払振替伝票が作成できるシステムであること。

88
支出命令書の決裁欄については、あらかじめ自治体の決裁規定にもとづいて科目・金額･決裁者をマスタに設定し、その規定により
決裁欄が自動判別できること。また、何らかの事情により自動判別とは異なる決裁欄を行う場合は、支出命令書を登録する画面で決
算欄編集ができること。

89
債務管理の観点より債務が発生した後、支払期日が決まっているが支出負担行為伺書兼支出命令書や支出命令書に支払予定日
と請求書到達日が明記され、その債務管理が内規等定めどおりに運用されていることが判断できるように工夫されていること。監査
員が見ても判断できるようにすること。

90 支出負担行為と支出命令を同時に行う、支出負担行為伺書兼支出命令書を松茂町様式（水道事業と同じ様式）で作成できること。

91 支出削除伝票の作成ができ、不要伝票の決裁を受けることができること。

92
「支出負担行為」「支出命令」「支出負担行為兼支出命令」にて同一日付・同一債権者で請求書単位に伝票作成を行う場合、伝票
の取りまとめ機能を使用し、取り纏め決裁を行うことができること。

93
支出負担行為伺書や支出命令書、支出負担行為伺書兼支出命令書を作成する場合、過去の伝票データをコピーして簡単に作成
できること。コピーする伝票も過去５年間内であれば可能とすること。

94
旅費等資金前渡を行う場合、支出科目＝前払金で支払を行い、現金支払時には予算執行を行わないこと。予算執行については、
前払金の精算時に行うこと。精算時に戻入が発生した場合は、戻入調定が自動的に発生し、戻入用納付書が発行できること。また、
資金前渡精算書の発行もできること。

95 諸税預り金等予算科目を伴わない支出を行うことができ、決裁伝票の支出命令書が発行できること。

96 工事前払金の支払い時に前払口座が自動表示されること。

97
工事前払金や資金前渡金の精算振替については、支出命令書の伝票番号によりデータ表示させ、精算振替入力を行うことができる
こと。

98
工事前払金や資金前渡金については、精算振替を行っているデータ又は精算振替を行っていないデータを確認するための一覧表
を作成できること。

99
科目誤りによる振替や決算仕訳の振替など任意に科目間の振替入力ができ、振替伝票が発行できること。振替伝票は、伝票枚数の
削減・紙量の削減・決裁数の削減を目的に一覧表形式で発行するか、又は単票形式で発行するか選択できること。一覧表形式の場
合は一日単位での発行とすること。

100
振替伝票データを振替日、予算科目、勘定科目、振替データ、調定データ、支払データ、決算仕訳データ、金額、摘要、伝票番号
という項目より任意で条件を指定することにより、振替伝票データの確認資料を作成することができること。また、一覧表を作成するだ
けでなく画面での確認、ＣＳＶデータ出力ができること。

101
支払予定日にもとづく支払データを画面で一覧形式にて確認できること。その際に支払予定日を変更したい場合は変更できること。
また、画面だけではなく一覧表も作成することができ、支払方法計、支払日計、支払合計を印字できること。

102
支払確認済後に何らかの事情により支払日、支払方法、支払額、口座情報を変更したい場合は、支出命令書を修正することなく修
正できること。修正した際にはモニタリストが出力されること。

103
業務委託等で同じ内容の伝票を多数発行しなければならない場合、事務の効率化として支出命令書を代表債権者で１枚発行し、
その伝票を複数の債権者に振込支払データを分割できること。また、支出命令書の決裁添付資料として支払分割一覧表、入力
チェックとして分割チェックリストが作成できること。

104
債権者に対する支払データはフロッピィーにより口座振替ができること。また、定例日の支払ではなくフロッピィーで行えない場合
は、口座振込依頼書及び振込資金受領書を作成し口座振替ができること。

105
支払伝票を作成できること。支払伝票は伝票枚数の削減・紙量の削減・決裁数の削減を目的に一覧表形式で発行するか、又は単
票形式で発行するか選択できること。一覧表形式の場合は一日単位での発行とすること。

106
支払伝票の作成は、新たに伝票作成することなく、支出命令書を発行し、支払日の支払締処理を行うだけで支払伝票が作成できる
システムであること。

107
支払データを処理日、支払日、予算科目、債権者、未払・支払済、金額、摘要、伝票番号という項目より任意で条件を指定すること
により、支払データの確認資料を作成することができること。また、一覧表を作成するだけでなく画面での確認、ＣＳＶデータ出力がで
きること。

108
債権者への支払振込データについて”支払日、債権者コード、銀行コード、支店コード、預金種別、口座番号”が一致すれば取り纏
めして振込みを行うことができること。

７．起票/勘定管理業務：支払業務　　機能要件　続き
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109 支払の振込データについて、銀行・支店別に振込金額を集計できる一覧表が作成できること。

110
債権者に対する振込通知を指定用紙（ハガキ）にて作成できること。支払日単位で作成し、同一業者・同一支払日の場合には明細
印字させること。ただ、同一業者であっても、振込口座が異なる場合は別葉印字できること。

111 債権者に対する振込通知を指定用紙（ハガキ）については、個人情報保護もあり口座情報を印字する・しないの設定ができること。

112
債権者に対する月間、年間振込み明細書を作成できること。作成する際には支払日の範囲指定をすることができ、明細書の作成を
臨機応変に対応できるようにすること。

113

処理日（発生日）の指定により未払データを下記３項目により分類し管理できること。決算時には年度を跨ぐ未払データを下記３項目
により分類し管理できること。
①予算科目別に未払データを整理。
②未払科目別に未払データを整理。
③業者（債権者）別に未払データを整理。

114 契約金額指定により科目別の契約一覧が作成できること。

115
支出負担行為を起こしているが支払していない伝票の確認ができるチェックリストが作成できること。また、支出負担行為の伝票デー
タのチェックリストも作成できること。

116 支払予定データについて、債権者、支払予定日、科目の指定により支払予定データ情報の一覧画面照会できること。

117
支払データについて、債権者、支払日、金額、予算科目、勘定科目、支払済・支払未の指定により、支払データ情報の一覧で画面
照会できること。

118
年度、負担番号を入力することにより、契約・支払情報を画面照会できること。また、契約変更があった場合は変更履歴の表示、複
数回払いの場合は支払済履歴の表示が画面で確認できること。

119
新制度におけるリース債務の支払いにおいて、元本は資本的支出での支払、利息は営業外費用の支払いとなるが、その款を跨ぐ
複数科目を１枚の支出命令書にて支払うことができること。

120

手数料等個別債務者に対して発生する調定を起こし納入通知書を発行することができること。また、新設工事で設計審査手数料・
工事検査手数料等が必ず同一債権者に発生し請求しなければならない場合は、科目が異なっても同じ納付書で調定を起こすこと
ができ１枚の納付書（納付書取り纏め機能）で請求できること。ただし、納付書は現金調定でも未収調定でも発行することができるこ
と。

121 調定についても過去取引をコピーして作成することができること。

122
個別債権者に対して調定を起こし納付書を発行したが、その調定が誤りであるとか、二重調定であった場合、”取消”という業務選択
により自動的に逆仕訳・調定取消の仕訳が発生し、調定・取消の履歴管理ができること。

123
診療費等個別債権者に対して調定を起こし納付書を発行することができない取引（医事会計システムで管理するもの）について何
件何円と１日分を集合的に調定を起こすことができること。また、調定分の減額、調定科目の更正、過誤納の還付、未収科目の年度
更正等の処理についてもできること。

124 調定処理の確認チェックリストができること。

125 調定伺書の作成ができること。

126
施設使用料等の前納入（前受金）に対して前受調定を行うことができ納入通知書が発行できること。前受調定時には予算執行せ
ず、正式な調定が発生した段階で正当予算科目に振替ができること。ただし、正当科目への振替については、前受調定時の調定番
号で行うことができること。

127
調定処理を行うことで発生主義に基づき未収計上分の振替伝票が発生すること。新規に振替伝票を入力作成することないシステム
であること。

128
調定においては、発生主義の原則にもとづき未収金を発生させることが通例であるが、業務運用上、未収金を発生させず調定と収
納を同時に行う処理についても対応していること。

129
調定入力で個別債権者に対して発行した納入通知書（調定番号）にて個別入金処理を行うことができること。科目の数字管理では
なく、１調定に対し１収納という管理がきちんとできること。また、預金、現金等入金科目が変更になる場合が考えられるが、その場合
は画面より変更ができること。

130
診療費等集合的に何件何円と起こした調定に対し何件何円と集合的に収納できること。また、年度別の収納額を１画面で入力する
ことができ、年度別の収納額及び未収額が把握できるような管理を行っていること。

131 診療費の調定、収納データを定型のＣＳＶデータを取り込む機能を有すること。

132 入金処理の確認チェックリストが出力できること。

８．起票/勘定管理業務：調定・収納業務　機能要件

７．起票/勘定管理業務：支払業務　　機能要件　続き
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133
収入伝票を作成できること。収入伝票は伝票枚数の削減・紙量の削減・決裁数の削減を目的に一覧表形式で発行するか、又は単
票形式で発行するか選択できること。一覧表形式の場合は一日単位での発行とすること。

134 収入伝票の作成は、新たに伝票作成することなく、収納日の収納締処理を行うだけで収入伝票が作成できるシステムであること。

135
１日の事業調定額を把握するために調定日単位での集計表を作成できること。その集計表には調定科目単位に調定額及び調定減
額が出力されること。

136
調定の取引明細内容が確認できる調定明細表が作成できること。その明細表には確認作業に必要な項目として予算内容・仕訳内
容・金額・摘要が出力されること。

137
１日の事業収入額を把握するために収納日単位での日計表を作成できること。その日計表には収納科目単位に年度別の収納額が
出力されること。

138
収納日計表の取引明細内容が確認できる収納明細表が作成できること。その明細表には確認作業に必要な項目として予算内容・
仕訳内容・金額・摘要が出力されること。

139
医事会計システムと調定、未収、収納を月単位及び年単位で突合確認できるように調定科目別年度別に調定額・件数、収入額・件
数、振替額・件数、未収額・件数が出力できる集計表が作成できること。

140
手数料等個別債務者に対して納付書を発行した調定の入金状況を確認するため、納期限を指定することにより未だに入金されてい
ない債権者の把握ができる一覧表を作成できること。

141
未収計上を行った調定に対し収納されていない債権者を予算科目別且つ未収科目別にて一覧表が作成できること。年度末時点で
の未収債権者の把握もできること。

142
前受金の管理として、前受金調定後、正当予算科目への振替を行ったデータ、未だに未振替のデータ、前受金の残額が把握でき
る一覧表を作成できること。

143
調定データを調定日、予算科目、勘定科目、金額、摘要、伝票番号という項目より任意で条件を指定することにより、調定データの
確認資料を作成することができること。また、一覧表を作成するだけでなく画面での確認、ＣＳＶデータ出力ができること。

144
個別債権者への調定及び収納したデータを調査するにあたり、データ照会画面にて調定番号・予算科目・勘定科目・債権者・調定
日・入金/未入金の指定により確認できること。

145
例月監査資料や月次分析資料として損益計算書、貸借対照表、合計残高試算表、会計日計表・月計表を作成できること。損益計
算書においては、単月での作成と累計での作成がともにできること。

146
資金管理資料として資金予算表が作成できること。資金予算表については、翌月・翌々月の収入・支出資金予定額を登録できるこ
と。

147
資金管理資料として、銀行別資金残高表、銀行別預金別入出金明細表が作成できること。銀行別資金残高表や銀行別預金別入出
金明細表にて、公営企業管理通帳と日別入出金の突合や定期預金等預金種別単位での預金残高が確認できること。

148
合計残高試算表においては、上半期決算及び年度末決算時には、決算時仕訳を含む最終的な試算表と決算時仕訳を含まない純
粋なその月の取引に対する試算表が作成できること。

149
月次又は年次レベルにおいて予算科目別に税込金額・消費税額・税抜金額・課税標準額・非課税額・不課税額・特定収入額を出
力した一覧表が作成できること。また、その一覧表において伝票単位での明細表も作成できること。

150
例月監査資料の補助・明細資料や確認資料として地方公営企業法準則にも明記されている総勘定元帳、補助元帳、内訳簿を作成
できること。作成する際には日付、勘定科目、科目レベル（節、細節、明細）を指定して作成できること。また、帳票だけでなく画面照
会でも確認できること。

151
資金管理の明細資料として地方公営企業法準則にも明記されている現金預金出納簿の作成ができること。現金・預金の取引が日
付順に内容が印字でき、日々の現金預金残高が管理できること。

152
各勘定科目の借方・貸方月執行額・執行累計額の一覧表を作成できること。その執行額により損益計算書や貸借対照表、合計残高
試算表の数字確認ができること。

153 支払・調定・収納・振替など取引一覧（仕訳内容）が確認できる仕訳帳の作成ができること。

154
システム規定の集計表のみではなく、例えば目をベースに節別集計表であるとか、節をベースに手当明細表など縦項目と横項目を
自由に設定して任意の分析資料を作成できること。

155
ある特定時期に多大に費用化される減価償却費や期末勤勉手当などを月割按分して自動的に費用計上でき、毎月安定的な経営
ができる機能を有すること。月割按分額は、実際に予算執行しないこと。

156 前年・当年の毎月の損益計算書を一覧で比較できる資料が作成でき、経営状況が把握できること。

157
資金管理資料としてキャッシュフロー計算書が作成できること。キャッシュフロー計算書については、間接法に対応しており、経営目
的別の資金管理ができること。

158
セグメント単位での貸借対照表や損益計算書、予算執行状況表、試算表、決算報告書、剰余金計算書、消費税明細書などが作成
できること。

１０．統制業務　　機能要件

９．月次資料・例月監査資料作成業務　　仕　様　機　能　概　要　説　明

８．起票/勘定管理業務：調定・収納業務　機能要件　続き
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別紙1　公営企業会計システム要求機能要件

159
国庫補助金等調定時に特定収入とわかっているが支出の内容によっては全額特定収入となるかどうか判断できない場合、決算時
に調定番号を呼び出すことにより特定収入額となりうる金額のみを修正できること。

160
決算数値により収入金額の税区分別内訳表や支出金額の税区分別内訳表を作成できること。その際に課税売上割合や特定収入
割合も算出できること。また、特定収入額についても課税売上対応分、企業債償還分等内訳が登録できること。

161
納税計算ができること。売上に係る消費税計算と仕入に係る消費税計算をそれぞれ積上方式又は一括計算方式で対応可能なこ
と。

162 納税計算時において、税率が混在する場合、税率別の資料が作成できること。

163
納税計算結果については、「消費税の申告書」に準じた形式で作成できること。
また、付表１～５について税務署様式で作成できること。

164
「消費税の申告書」において税務署名や納入地などの申告書記入情報や付記事項を画面から入力でき、印刷させることができるこ
と。

165 課税仕入れの算出表が出力できること

166 国税庁公表の特定収入にかかる課税仕入れ等の税額計算表（計算表２）について画面から入力補助できること。

167 消費税還付時の金融機関情報を入力できること。

168 E-TAX用のXLMを出力できること。

169
決算書の浄書機能を有していること。決算書とは、決算報告書、貸借対照表、損益計算書、収益費用明細書を指すものとする。ま
た、決算書形式についても縦型・横型が自由に選択できること。

170
決算報告書については、規定様式（地方公営企業施行規則参照）で作成でき、当年度予算のみでなく、繰越予算についても自動
反映することができること。また、決算報告書の数字確認するために節・細節レベルでの明細書の作成もできること。

171
決算損益計算書を規定様式（地方公営企業施行規則参照）作成できること。印刷に関して縦形式・横形式の選択ができ、ページ印
字可否の選択、ページ印字開始ページ指定、タイトル変更ができること。

172
決算貸借対照表を規定様式（地方公営企業施行規則参照）作成できること。印刷に関して縦形式・横形式の選択ができ、ページ印
字可否の選択、ページ印字開始ページ指定、タイトル変更ができること。

173 剰余金計算書（欠損金計算書）を地方公営企業施行規則様式で作成(CSV出力)できること。

174 剰余金処分計算書を地方公営企業施行規則様式で作成(CSV出力)できること。

175
収益費用明細書を規定様式（地方公営企業施行規則参照）作成できること。印刷に関して縦形式・横形式の選択ができ、ページ印
字可否の選択、ページ印字開始ページ指定、タイトル変更ができること。また、備考欄について文言の作成や金額の追加ができるこ
と。

176 決算の仕訳整理が終了した結果として精算表を規定様式（地方公営企業施行規則参照）で作成出力できること。

177
支出負担行為データから、決算付属書類の重要契約の要旨を作成できること。自治体が定めている重要要旨とされる契約金額の指
定及び契約区分（物品購入、工事、委託等）の指定ができること。

178
公営企業の経営を分析する資料として'現去含む５年間の損益計算書の推移状況、貸借対照表の推移状況、予算額の推移状況が
比較できる資料が作成できること。また、各表の中で各構成科目が全体に占める構成比率を算出することができ、費用のバランス、
資産・負債のバランス、予算のバランス等細かい分析ができること。

179 決算終了後、勘定科目残高の繰越等次年度の環境作成が簡単に行えること。

180 決算統計用に決算値を千円丸めすることができること。また、千円丸め値を任意に調整することもできること。

181
決算統計用に下記参考資料が千円丸め値で作成できること。
①損益計算書（２０表）　　②費用構成表（２１表）
③貸借対照表（２２表）　　④資本的収支に関する調べ（２３表）

182 職員給与費のみのデータ抽出等任意な科目についてデータ抽出ができ、決算統計に利用できること。

183 総務省決算統計システムとデータ連携できる機能を有していること。

１１．決算・納税計算業務　　機能要件

１２．決算統計業務　　機能要件
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別紙1　公営企業会計システム要求機能要件

184
決算時における経営分析表を作成できること。固定資産比率、総収益対総費用比率、営業収益対営業比率費用比率、利子負担
率、流動比率、自己資本構成比率、固定負債構成比率、人件費対営業収支比率、固定資産対長期資本比率、企業債償還額対減
価償還費比率等分析しなければならない項目についてはシステムより出力できること。

185
経営分析時に年間排水量、供用人口、計画供用人口など財務上、把握していない数値をマスタ化できること。また、年度別管理で
き次年度へ継承することができること。

186
決算時における資本的収支と補填財源を規定様式（経理の手引き参照）で作成できること。当年度消費税資本的収支調整額を把
握し、補填財源の管理ができること。また、印刷だけでなくCSVで出力できること。

187
健全経営を営むうえで、内部留保資金、いわるゆ補填財源をきちんと管理しなければならないが、現年含む３年間の補填財源の経
過表を規定様式（経理の手引き参照）で作成できること。また、印刷だけでなくCSVで出力できること。

188

年度内に工事や購入により取得した資産を登録できること。決算や決算統計に対応できるよう資産の科目別管理、部門別管理、施
設別管理、財源管理、管延長管理ができること。また、取得理由：20文字、摘要：80文字、所在地：40文字、構造明細：30文字×99
行と必要な情報が多く登録できるように工夫されていること。

189
固定資産システムは財務システムとデータ共有・連携しており、支出負担行為の契約データより摘要、債権者（業者）、取得金額を負
担番号より取り込むことができること。

190
固定資産の償却方法についても定率法、定額法、定率法（月割按分）、定額法（月割按分）に対応していること。

191
固定資産の１円償却まで対応していること。

192
固定資産データ管理を行う上で、任意に管理したい項目(例：図面番号、路線番号など)を、マスタ化でき、データ管理を行うことがで
きること。最低５項目の任意項目が作成できること。

193
資産取得の財源管理（自己財源、企業債、補助金等）ができること。

194
建設仮勘定の整理勘定に経理している資産の中で一部施設稼動で収益を上げている資産について減価償却しなければならない
場合、建設仮勘定でも償却計算できるシステムであること。

195

固定資産の一部除却及び全除却ができること。除却を行う場合、除却費や償却累計額処分額、剰余金処分額が自動計算されるこ
と。また、一部除却を行う場合に管延長数や器械個数により除却額自動按分計算が行えること。財源においても自己財源、補助金、
企業債等それぞれを除却減額することができること。

196
固定資産の中で土地等売却される場合があるが、その場合、売却処理を行うことにより固定資産売却益又は固定資産売却損の算
出ができること。

197
建物や機械の補修・改良等を行い、資産価格をあげるとともに耐用年数の延長を行い、その新耐用年数により将来の減価償却費を
算出することができること。

198

資産の取得時当初に耐用年数や勘定科目の登録・認識誤りがあり、それが数年後に発覚した場合でも簡単に修正できること。その
際に耐用年数が変更になった場合、それまでに償却した償却累計額と本来の償却すべき償却累計額の差額を自動計算し調整でき
ること。

199
固定資産のうち土地に関して属性管理ができること。その属性とは、地番・地目・登記年月日・公図面積・実測面積・元所有者情報を
指す。また、土地の追加造成があった場合、同じ資産に関して属性追加ができること。

200
土地の売却ができること。部分的な売却があった場合は、どの地番・地目に対してどのくらいの面積を売却したのか管理できること。

201
事業計画や購入計画をもとに将来、取得するであろう資産を登録できること。登録方法も資産番号をもとに1件1件登録する方法と科
目単位で年度一括で登録する方法ができること。

202
事業計画や購入計画をもとに将来、除却するであろう資産や改良するであろう資産を登録できること。登録方法も資産番号をもとに1
件1件除却する方法と科目単位で年度一括で除却する方法ができること。

203
減価償却費の計算ができること。また、取得資産や除却資産の訂正があった場合は、再計算ができること。

204
減価償却は通常95％まで可能としているが、自治体によっては90％で完了しているところもあります。そのため95％までの償却、
90％償却両方に対応していること。

205
中期経営計画・事業計画資料作成や企業債及び補助金申請資料作成又は予算編成というように減価償却費予測が必ず必要にな
るため、シミュレーション機能を有すること。最低でも将来21年間のシミュレーションができること。

206
固定資産システムで算出した減価償却費を財務システムで受け渡し振替伝票を自動的に作成することができること。その処理により
財務システムで振替伝票を作成する労力や入力ミスを未然に防ぐことができること。固定資産システムと財務システムはデータ連携
していること。

207

公営企業において今後、耐用年数の改正や減価償却方法の見直し等考えられる。過去にも耐用年数の変更があり、過去との差額
調整することなく耐用年数を変更し年間償却額のみ変更する内容であった。今後も耐用年数の改正は大いにに考えられるが、その
改正に対応できるシステムであること。

208
固定資産台帳が作成できること。最終年度まで償却計算した固定資産台帳が作成できること。また、除却・改良等異動があれば異
動分のみの固定資産台帳を出力することができ差し替えることができること。

209
固定資産台帳とは別に土地台帳 を作成できること。

１３．補填財源・経営分析業務　　機能要件

１４．固定資産償却管理業務　　機能要件
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210
決算書に使用される固定資産明細書 を作成できること。また、複数会計ある場合や合併で実務上統合できていない会計等複数会
計が存在する場合は会計別且つ統合での作成ができること。

211
1資産単位での資産高、増加・減少額、償却費・除却費、償却累計額、償却未済額が把握できる一覧表が作成できること。その作成
の際には勘定科目、資産番号、取得年月日、会計区分、有形固定資産・無形固定資産・投資の指定ができ任意に作成できること。
また、償却済資産の一覧表も作成できること。

212
資産を管理・保管している施設別又は建物別に固定資産の一覧表 を作成できること。その一覧表により施設別又は建物別の資産
高、増加・減少額、償却費・除却費、償却累計額、償却未済額が把握できること。

213
自己資金、補助金、一般会計負担金等資産取得に要した財源別に固定資産の一覧表 が作成できること。その一覧表により資産
高、増加・減少額、償却累計額、償却未済額が把握できること。

214
資産がどのような状況下でどのような償却・除却等異動推移を行ってきたかの履歴を一覧表で作成できること。また、各資産がどのよ
うな金額・財源明細でどのような構造明細であるのか資産現況が把握できる一覧表も作成できること。

215
該当年度に取得した資産や改良した資産の一覧表 を作成できること。その一覧表により取得・改良資産がチェックできるように取得
金額や登録明細、摘要が把握できること。

216
該当年度に除却した資産の一覧表 を作成できること。その一覧表により除却額、除却費、剰余金取崩額及び財源、売却額、売却
損・益が把握できること。

217
シミュレーションを行った結果、決算書様式の予測固定資産明細書や部門別での固定資産明細書が２１年間作成できること。その明
細書により将来の資産残高、減価償却費、除却費、償却累計額を把握できること。また、予測データ分のみのシミュレーション結果を
同様に作成できること。

218
取得資産を取得年月日の範囲指定により一覧表で作成できること。作成する際には、取得年月日や勘定科目、会計区分の指定も
でき、任意の条件で一覧表を作成できること。

219
除却資産を除却年月日の範囲指定により一覧表で作成できること。作成する際には、除却年月日や勘定科目、会計区分の指定も
でき、任意の条件で一覧表を作成できること。

220
改良資産を更正年月日の範囲指定により一覧表で作成できること。作成する際には、改良年月日や勘定科目、会計区分の指定も
でき、任意の条件で一覧表を作成できること。

221
更正資産を更正年月日の範囲指定により一覧表で作成できること。作成する際には、更正年月日や勘定科目、会計区分の指定も
でき、任意の条件で一覧表を作成できること。

222
シミュレーションを行うために登録した予測取得･予測除却・予測改良を確認するための一覧表が作成できること。また、シミュレー
ション年度にあわせ年度別科目別に作成できること。

223

紙媒体での印刷だけでなく、資産償却履歴や資産登録内容を画面で照会できること。検索項目として資産番号、資産名称、施設、
地区、部門、所属、残耐用年数、勘定科目、竣工年月日、取得年度、現在価額等あらゆる項目により検索できること。資産名称はあ
いまい検索を可能とすること。

224
リース資産の登録・除却ができること。

225
リース資産については、所有権移転・所有権移転外について管理できること。所有権移転外の場合は、リース期間定額法が採用で
きること。

226
減損を行うための固定資産グループ化ができること。

227
減損処理を単一資産でも、グループ化資産でも行うことができること。また、処理結果については各必要な帳票に反映されること。

228
減損処理を予測機能でも対応できること。

229
財源別の固定資産明細表や減価償却累計額管理表の作成ができること。

230
財源別の減価償却費や除却費が管理でき、長期前受金戻入の金額が把握できること。

231
画像(jpeg、pdf)データを登録できること。また、照会画面で該当資産に対して画像表示ができること。

232
照会画面にて資産名、構造、管渠、摘要から任意のキーワード文字にて資産をあいまい検索できること。

１４．固定資産償却管理業務　　機能要件　続き
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233 企業債台帳 を登録できること。また、前借や借換、繰上償還（一部繰上げ・全額繰り上げ含む）の機能を備えていること。

234 将来の財政計画等の資料作成に使用できる償還・借入予測シミュレーション機能も備えていること。

235 すべての集計表について「実償還分」「シミュレーション分」を合算したり、それぞれで出力することができること。

236 借換等において利率見直しが発生した場合、それ以後の償還計算が自動でできること。

237 支払日が土日・祝祭日になった場合、営業前後日に自動設定できる機能を備えていること。

238 財政融資資金や公営企業金融公庫はもちろん、銀行や農協などからの借入にも対応できること。

239 資料作成を行うために、縦項目と横項目を任意に指定し、使途に応じた集計表が作成できる機能を備えていること。

240 集計表及び明細表についてＥＸＣＥＬへのデータ受け渡しができること。

241 年度別償還高に対してグラフ作成機能を備えていること。

242 利率・借入先・科目・事業や決算統計の集計方法変更などについてマスタ保守で対応できること。

243 企業債（公債）台帳 を作表できること。また、その明細である企業債（公債）台帳インデックス表も作成できること。

244 借入先別や科目別に年度別の償還額が把握できる資料が作成できること。

245 指定した期日段階での企業債現高を把握できる資料が作成できること。

246 支払期日の指定により償還予定表 を作表できること。また、借入先別にも償還予定表が作表できること。

247 借入先別や科目別、事業別に償還最終年度までの償還状況を把握できる資料を作成できること。

248 繰上償還した企業債について一覧表を作成できること。

249 起債前借から起債本借になった企業債について一覧表を作成できること。

250 決算統計用の企業債年度別償還状況調べ（４５表） 及びその明細表を作表できること。

251 決算統計用の企業債に関する調べ（２４表） 及びその明細表を作表できること。

252 決算書に掲載する企業債明細書 を作表できること。

１５．企業債管理業務　機能要件
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