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インターＫＸ内訳書・概況書  
  財務連動に関する よくあるお問い合わせ 

内訳書・概況書のデータ移行および 
財務連動の操作について説明します。 
 Ver.14.0 
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     確認したい項目をクリックしてください。 
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対象データとデータの移行方法について 

Ver.12の場合 

Ver.13の場合 

法人選択画面にVer.13.0データ（期末年月日：平成20年4月1日以降）が表示され、 
データを選択すると、変換処理を行うことができます。 
変換を行うと、Ver.13.0のプログラムでは使用できなくなります。  
Ver.14.0は、電子申告平成21年度版、平成20年度版との連動には対応していませんので、 
修正申告等で、電子申告平成21年度版、平成20年度版と連動する可能性がある法人データに 
ついては、データ変換しないようご注意ください。  

「オプション」の「旧バージョンデータリストア」機能を使用して、データ移行を行います。 
事前に、Ver.12.0でバックアップを取り、メニューバーの［オプション］→「旧バージョンデータ
リストア」で、左上のリストボックスから「12.0」を選択後、12.0のバックアップデータが保存
してあるフォルダーを指定します。 

Ver.14.0へのバージョンアップ対象は、Ver.13と、Ver.12です。 
Ver.13とVer.12では、Ver.14への移行方法が異なります。 

  
 

データ移行方法 
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旧バージョンからのデータ移行 
 Ver.13.0のデータのうち期末年月日が平成20年4月1日以降のデータ 

法人選択画面でデータの移行ができます。  
 ①Ver.14.0を起動すると、法人選択画面に、Ver.13.0のデータのうち、 
 期末年月日が平成20年4月1日以降のデータが表示されてきます。 
 （コードがグレーで表示されます） 
②①のデータを選択すると、Ver.14.0に変換するかの確認画面が表示され 
 ます。「はい」を選択すると、Ver.14.0のデータになり、Ver.13.0では表示 
 されなくなります。 

Ver.14.0のデータ変換前データは、 
法人コードがグレーになっています。 

データ選択をすると、 

Ver.14.0のデータに変換
されます。 
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 旧バージョン（Ver.12.0）からのデータ移行 

Ver.14.0へ移行したい場合には、以下の手順でデータ移行することはできます。 
①旧バージョンプログラム（Ver.12.0やVer.13.0）で、バックアップデータを作成します。 
②新バージョンプログラム（Ver.14.0）で、法人選択画面を閉じて、メニューバーの 
  「旧バージョンデータのリストア」を選択します。 
③対象のバージョンと①でバックアップしたフォルダを指定し、<実行>します。 

リストアする法人を選択して
「実行」を選択します 

旧バージョンでの 
バックアップフォルダ
を指定します。 

Ver.12.0で期末年月日が平成20年3月31日以前のデータも同様の方法でデータ移行できます。 
新法人事業概況説明書の出力になりますのでご注意ください。 
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財務データ連動とは？ 

Ａ 財務システムの残高データを内訳書・概況書に取り込む
ことができます。  
例えば、財務の科目（補助科目・摘要科目含）で取引先ごとの売掛金の 
管理をしていた場合、財務データ連動をすると「科目名（取引先名）」と 
「残高」を売掛金の内訳書に取り込むことができます。あとは、取引先の 
住所や摘要を入力するだけですので、内訳書作成の処理が簡素化します。 

財務データの科目情報、残高情報が
内訳書・概況書に取り込めます。 

財務応援 内訳書・概況書顧問 
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財務データ連動処理の流れ -① 

【Step1】 財務データの転送 
●財務データ連動 

◆法人選択画面から「財務データ連動」を選択
し財務連動データを転送します。 

◆連動データから法人データを新規作成するこ
ともできます。 

【Step2】 科目データ取り込み 

◆データ連動した法人を選択すると科目データ
取り込み画面が表示されます。OKを押します。 

法人選択画面 

科目データ取り込み画面 



(C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION , All rights reserved.2011 8 

財務データ連動処理の流れ -② 

【Step4】 データ取り込み 
●内訳書データ取り込み 
●概況書データ取り込み 

◆各内訳書、概況書入力画面で取り込んだ 
データの補足入力をします。 

◆取り込む科目名を指定したり、科目以外の 
 項目を入力します。 

内訳書作成画面 【Step5】 補足入力 

◆各帳票ごとに取り込む科目を「科目割付」で
設定します。 
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【Step1】 財務データ連動処理 -① 

内訳書・概況書顧問で、まず最初に「環境設定」で、連動する 
帳票を選択します。 

初期値 

初期値は、「内訳書と概況書」です。 

概況書は財務と連動するが、内訳書は財務と
連動しない場合には、必ず変更してから財務
データ処理を行ってください。「概況書のみ｣
を選択すると、財務データ取り込み時には、 

内訳書タブがディムド表示になります。 



(C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION , All rights reserved.2011 10 

【Step1】 財務データ連動処理 –② 

法人選択画面から「財務データ連動」を選択します。 
連動する法人を選択して「データ選択」ボタンを押します。 

自動連動の場合は、インターKX 
財務会計に登録されているデータ
が表示されます。連動を行うデータ
を選択します。 
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【Step1】 財務データ連動処理 -③ 

「データ選択」を押すと、法人選択画面に戻ります。 
既に内訳書・概況書のデータを作成している場合は、取り込む 
法人を選択します。これから内訳書・概況書のデータを作成する
場合は、<新規法人作成>します。 

選択した財務データから法人名
等の情報を取り込みながら、 
内訳書・概況書のデータ作成 

することができます。法人作成
後その法人を選択します。 

内訳書のデータを作成している場合は、
＜法人選択＞します。 
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【Step２】 科目データ取り込み 

「法人選択」すると、科目データ
取り込み画面が表示されます。
「ＯＫ」を押します。 

 

初めて科目連動を行う場合は科目名が
青で表示されます。 

2回目以降の科目取り込み画面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
赤：連動後に削除された科目 
青：連動後に追加された科目 
黒：連動済み科目。連動後に名称変更 
    された場合は、「科目名（旧）」に前回の 
    科目名を表示 
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【Step3】 データ取り込み  

内訳書と概況書へデータ取り込みを行います。 
必要に応じて、各帳票ごとに割付科目を設定します。 

 

     が表示されている科目は標準科目
が予め割り付けられています。<OK>を
押すと科目割付にしたがって残高を取り
込みます。 

標準の科目割付で、 
各内訳書、概況書に財務の
残高を連動します。 
→科目割付をする場合には、 
 次頁参照 

一括連動 
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【Step３】 データ取り込み -② 

各帳票ごとに割付科目を設定できます。 
初期状態では全ての主科目・補助科目が連動科目に設定され
ています。摘要科目を連動させる場合や連動しない科目がある
場合は割付を見直します。 

 

科目を右（非連動）に設定 

科目を左（連動）に設定 

内訳書に割付済の科目 財務の科目 

緑：割付済科目 
黒：割り付けられ 
  ていない科目 
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【Step4】 補足入力 

「財務連動」が完了すると、各帳票がデータ入力済み状態になり
ます。各帳票を選択して財務連動で取り込まれない項目を補足
入力します。 

 

モードを「連動」に変更して編集します。 

取り込み可能な項目は上部に主科目名・補助科目名・摘要科目名が
表示されますので、＜主＞ボタンで主科目と補助科目等の科目名に
切り替わります。科目を取り込む場合には、取り込む科目名を表示して
<取込>を押します。取り込みできない項目は手入力で編集します。 
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概況書のみ連動していたが、内訳書も連動されて 
金額が倍になっている。元に戻す方法はありますか 

Ａ 一度連動されたデータは、連動しないに戻す方法はありません。
各内訳書で連動されたデータを削除してください。（一度連動 
された内訳書データは、後で「環境設定」を「概況書のみ」に変更
して連動しても、各内訳書の連動データは削除されません。） 
各内訳書で丌要なデータを削除してから、次回連動のために、  
「環境設定」を「概況書のみ」に変更してください。 
法人データごとに連動する内容が異なる場合、 
取り込む前に「環境設定」で連動する帳票を 
選択しなおしてから、連動をしてください。 

預貯金等の内訳書 
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連動時エラー「データファイルの値に誤りがあります」 

Ａ 科目名にカンマ「，」が使用されている可能性があります。 
科目名を見直してください。 
科目名称等にカンマが使用されていると、CSVファイルの 
項目がずれて取り込みができません。 
メッセージからどの部分が取り込みできないか判断できます。 
ファイル名:・ z_kamoku.csv ・・・ 主科目、補助科目 
       ・ z_tkamok.csv ・・・ 摘要科目 
データ：該当ファイルのデータ行 

データ行の科目を確認して財務データを修正してください。 
ただし、既にCSVファイルの項目がずれているため、財務データの科目を 
見直した方が早く見つけられる場合があります。  

財務会計Ver.4.1以降では、 
半角の「,」や「”」が含ま
れていてもエラーにならず
に連動できます。  
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連動した残高を確認する方法はありますか？ 

Ａ <セット>ボタンで、連動科目の残高を確認することが 
できます。誤って残高を削除してしまった場合等に、内訳書 
内部に取り込んだ残高を再セットすることができます。 
 

残高を科目ごとに確認して取り込
めます。「残高を取り込む」をオンに
して、取り込む科目を<選択>すると、  
   のある明細に選択科目の残高を
取り込みます。 
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財務側で修正した金額が反映しません 

Ａ 内訳書概況書側で「財務連動」処理を行う必要があります。 

財務の 
データ選択 

「財務連動」タブから、財務データ選択画面になり、 
一連の流れで簡単に連動ができます。 

取込実行 

最 新 の 
残高反映 
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摘要科目が連動できません 

Ａ 科目割付を標準（初期値）状態で連動した場合、補助科目しか
科目割付されません。連動科目割付で摘要科目を割付してくだ
さい。 

「すべて表示」「摘要科目」を
選択して表示させます。 

連動させる摘要科目を右から左へ
移動させ、連動科目に設定します。
連動設定されると右側の摘要科目
が緑色に変わります。 
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残高が０の科目は連動させたくありません 

Ａ 科目割付を標準（初期値）状態で連動すると、残高のない科目
等についても連動されます。連動科目割付で、連動しない科目
を内訳書科目・概況書科目から削除してください。 

残高が0の場合、内訳書では青（保留行）で表示されます。 

連動させない科目を左から右へ
移動させ、非連動科目に設定し
ます。非連動設定すると右側の
科目が黒色に変わります。 
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データ連動後に財務で科目を追加しましたが、 
追加した補助（摘要）科目が連動されません 

Ａ 科目割付の見直しが必要です。財務で追加された補助科目・ 
摘要科目の自動割付は行いません。 

2回目以降の科目取り込み画面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  赤：連動後に削除された科目 
  青：連動後に追加された科目 
  黒：連動済み科目。名称変更した場合は、 
       「科目名（旧）」に前回の科目名を表示 

2回目以降の科目割付画面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  緑：割り付け済み科目 
  黒：割り付けられていない科目 

追加科目は自動割付されません。右欄
から左欄へ移動して割付を行います。 
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「役員報酬手当及び人件費の内訳書」 の 
「事前確定給不」の金額が連動されてきません。 

Ａ 「定期同額給不」欄へは連動科目セット及び金額セットを行い 
ますが、 「事前確定給不」欄への連動は行いません。 
別途連動セット処理が必要です。 
 

 「事前確定給不」は自動
連動されません。 「定期同額給不」「事前確定給不」の 

2項目を連動することができます。 

＜セット方法＞   なぜ？必ずしも「役員報酬」と「役員賞不」の
補助科目コードが一致しているとは限らない
ため、単純にコードを元に「事前確定給不」に
も連動科目をセットすると、他の人の役員賞
不がセットされてしまうためです。  

「部分科目」にすると、役員賞不のみが表示されます。 
「事前確定給不」を選択し、「定期同額給不」と同じ役員を選択します。
この時「残高を取り込む」にチェックして＜選択＞を押します。  


