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会計事務所の業務改善に役立つ機能を実装。
機能性がアップした「TACTiCS財務」。

システム構成図

※Copyright© 2015 全国税理士データ通信協同組合連合会 All rights reserved

お問い合わせ

 〒151－0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5－10－9 更生保護会館
TEL 03－3350－4522
http://www.zenkoku-data.net
Eメール:jim-k@zenkoku-data.net

・「TACTiCS財務」のロゴマークは全国税理士データ通信協同組合連合会の日本における商標です。
・マイクロソフト社製品の詳細につきましては、マイクロソフト社ホームページをご参照ください。（http://www.microsoft.com/ja/jp/default.aspx）
・「達人®」、「達人Cube®」および「達人®」、「達人Cube®」のロゴマークは、株式会社ＮＴＴデータの日本における登録商標です。
・「法人税の達人」「減価償却の達人」「消費税の達人」「内訳概況書の達人」「所得税の達人」「年調・法定調書の達人」「相続税の達人」「財産評価の達人」「事業所税の達人」「申請・届出書の達人」「連結納税の達人」は、
株式会社ＮＴＴデータの日本における登録商標です。

処理可能データ件数 無制限（表示500件/台、スタンドアロン利用の場合）
勘定科目体系 法人、個人一般、個人不動産、個人農業
勘定科目数 400科目
補助科目数 総体で10,000科目
勘定科目コード 4桁以内で任意設定
補助科目コード 4桁以内で任意設定
勘定科目名称 全角14文字以内
補助科目名称 全角14文字以内
本支店数 99支店以内
部門数 100部門以内（共通部門含む）
摘要辞書登録件数 150,000件
取引先辞書登録件数 150,000件
登録可能仕訳件数 無制限（ハードディスクの容量による）
仕訳の金額 10桁（100億円未満）
累計金額 12桁（1兆円未満）
摘要文字数 上段（摘要欄）25文字、下段（取引先欄）10文字
減価償却資産数 1,000件（ただし、本支店データの場合は1支店あたり）

対応OS

■スタンドアロン/クライアント
●Windows®8.1（32bit版、64bit版）　●Windows®8（32bit版、64bit版）
●Windows®7（32bit版、64bit版）　●Windows Vista®（32bit版）

※WindowsRTには対応していません

■サーバー
●Windows® Server2012 R2/2012　
●Windows® Server2008 R2/2008
●Windows® Server2003 R2/2003

WEBブラウザ Microsoft® Internet Explorer® 6.0　以降必須

メモリ ●Windows®8.1、8（64bit版は2GB以上、32bit版は1GB以上）
●Windows®7、Windows Vista® 512MB以上（1GB以上を推奨）

ディスプレイ

解像度
　1024×768ピクセル以上必須（1280×1024以上を推奨）
画面の色
　High Color（16ビット）以上必須

その他
USBポート必須
※プログラムはUSBキー（TACTiCS財務専用のUSBメモリー）を挿入した状態で使用しま
す。
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消費税8%
対応　

達人クラウド
対応　

法人税の達人



入力機能
対応出力帳票

システム運用形態

進化した「TACTiCS財務」は新たな機能で会計事務所の日々 の業務を支援します。

現金出納帳／預金出納帳
売掛帳／買掛帳／仕訳帳
総勘定元帳
補助元帳
部門元帳
個別原価元帳
仕訳リスト
合計残高試算表（全科目）
合計残高試算表（Ａ４定形）
合計残高試算表（Ａ３定形）
２期比較合計残高試算表
本支店別試算表（全科目）
本支店別試算表（Ａ４定形）
本支店別試算表（Ａ３定形）
部門別試算表（全科目）
部門別試算表（Ａ４定形）
部門別試算表（Ａ３定形）
個別原価一覧表
個別原価明細表
補助科目リスト
収支日計表
科目残高月計表
科目残高日計表

本支店別３期比較損益計算書
本支店別３期比較経営分析表
本支店別３期比較損益構成グラフ
本支店別３期比較科目別推移グラフ
部門別損益分析シミュレーション
部門別総合比較損益計算書
部門別予実対比損益計算書
部門別予測損益計算書
部門別月次比較貸借対照表
部門別月次比較損益計算書
部門別月次比較損益構成グラフ
部門別３期比較貸借対照表
部門別３期比較損益計算書
部門別３期比較経営分析表
部門別３期比較損益構成グラフ
部門別３期比較科目別推移グラフ
３期比較貸借対照表
３期比較損益計算書
３期比較経営分析表
３期比較損益構成グラフ
３期比較科目別推移グラフ

損益分析シミュレーション
月次比較損益構成グラフ
総合比較損益計算書
予実対比損益計算書
予測損益計算書
月次比較貸借対照表
月次比較損益計算書
部門比較貸借対照表
部門比較損益計算書
資金繰実績表
支店比較貸借対照表
支店比較損益計算書
本支店別損益分析シミュレーション
本支店別資金繰実績表
本支店別総合比較損益計算書
本支店別予実対比損益計算書
本支店別予測損益計算書
本支店別部門比較貸借対照表
本支店別部門比較損益計算書
本支店別月次比較貸借対照表
本支店別月次比較損益計算書
本支店別月次比較損益構成グラフ
本支店別３期比較貸借対照表

勘定式決算書
報告式決算書
二期比較決算書
株主資本等変動計算書（縦様式)
株主資本等変動計算書（横様式）
個別注記表
キャッシュフロー計算書（直接法）
キャッシュフロー計算書（間接法）
法人事業概況説明書（資料）
青色申告決算書（一般用）
青色申告決算書（不動産用）
青色申告決算書（農業用）
固定資産一覧表
減価償却一覧表
減価償却資産台帳
当座残高調整表
消費税申告書
消費税申告書（付表）
還付申告明細書
消費税内訳書
消費税集計表
科目内訳書

会計事務所のニーズに応じたオリジナルメ
ニューの編集ができます。

監査処理に必要な項目を帳簿や検索条件と関連付けて登録
しておくことができます。
監査済み仕訳の加除修正履歴のチェックや、監査報告書の作
成などの業務の効率化を実現します。

データ中継サーバを利用することで最新の試算表や元帳な
どの会計帳簿、グラフや3期比較などの分析帳票、決算書や
キャッシュフロー計算書などの決算帳票を瞬時に顧問先で
も確認することができます。

「総合比較損益計算書」、「月次比較財務諸表」、「３期比較財
務諸表」などの試算表や各種分析帳票から３期（当期、前期、
前々期）の元帳に自由にジャンプすることができます。

TACTiCS財務で入力された
財務データと全ての帳票を
閲覧できる「デジタル帳簿
CD」を作成することができ
ます。CDにはデータ閲覧ソ
フトが保存されているので、
いつでもどこでも過年度帳
簿の集計・閲覧・印刷をする
ことができます。

手書き帳簿のイメージを再現した
現金/預金出納帳を用意しました。
手書きでは困難な残高の集計や、日
付順の並び替えが簡単にできます。

繰り返し発生する仕訳取引を摘要
辞書に登録すれば、一覧から摘要
を選択するだけで仕訳を自動入力
できます。

毎月発生する複合仕訳を一括入力辞書に登録
しておくと、日付や金額などを訂正するだけで
簡単に入力することができます。

大量な仕訳処理を必要とする会計事務所向け
の高速入力画面を用意しています。

●オリジナルメニューを編集

●簡単に出納帳を作成 ●自動仕訳機能

●複合仕訳を一括入力

●会計帳簿 ●分析帳票 ●決算帳票

●高速仕訳入力画面
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監査機能経営羅針盤

過去明細管理機能 デジタル帳簿作成機能

専用USBキーをパソコンにセットするだけで、TACTiCS財務
を事務所でも関与先でも継続して使用することができます。
USBキーがあれば最新プログラムのダウンロードやデータ
中継サーバを利用して様々な業務を行なうことができます。

USBでどこでも継続処理

USBキー

事務所 関与先等

デジタル帳簿

○○会計事務所
税理士 ○○ ○○
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●スタンドアロンでの利用
個々のPCでデータを管理

●データ共有方式で利用
LAN上のPCにデータベースを作成し、
データを共有する。
（同一関与先への同時アクセスは不可）

●クライアント・サーバ方式で利用
サーバOSを利用したシステム（クライア
ントサーバ方式）ならば、1つの関与先の
仕訳データを同時に複数台で入力するこ
とができます。

データベース
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専用サーバ機
（サーバOS）

スタンドアロンでも
利用できます。

スタンドアロンでも
利用できます。
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あらゆる会計事務所の業務改善に
役立つ機能を充実させました。

TACTiCS財務の

新 機 能

PC

zaimuネットワーク上の
共有フォルダ

データベース PC

zaimuネットワーク上の
共有フォルダ
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総合比較損益計算書 月次比較財務諸表 3期比較財務諸表

過年度総勘定元帳

データベース


