
 

 

 

 

データ量 仕訳数 上限なし  

  科目数 500 件/年 

  補助科目数 5,000 件/年 

  摘要数 5,000 件 

  取引先数 5,000 件 

  定時取引仕訳数 上限なし（パターン上限数は 100） 

 定時取引伝票数 100 件 

  部門＆階層 
200 部門 

（大分類・中分類・小分類 3 階層） 

  配賦パターン数 任意の 20 パターン 

  受取手形数 上限なし  

  支払手形数 上限なし 

  監査項目 任意設定可 82 項目 

コード桁数 勘定科目コード 4 桁（数字） 

  補助科目コード 4 桁（数字） 

  摘要コード 4 桁（自動採番） 

  取引先コード 4 桁（自動採番） 

  部門コード 3 桁（数字） 

入力文字数 勘定科目名 全角 12 文字/半角 24 文字 

  補助科目名 全角 15 文字/半角 30 文字 

  摘要名 全角 20 文字/半角 40 文字 

  取引先名 全角 20 文字/半角 40 文字 

  定時取引パターン名 全角 40 文字/半角 40 文字 

  部門名 全角 10 文字/半角 20 文字 

  部門略称 全角 3 文字 

  配賦パターン名 全角 10 文字/半角 20 文字 

  カナ/ローマ字検索 半角英数 10 文字 

   証 No 4 文字（半角英数） 

  手形番号 半角英数 8 文字 

 監査項目名 全角 10 文字 

 監査内容 全角 50 文字 

 監査内容詳細 全角 250 文字 

 

 

 

 

CASH RADAR PBS 「会計」 基本仕様一覧 



 

 

 

 

入力桁数 仕訳金額桁数 12 桁 

  残高金額桁数 12 桁 

その他 付箋機能 あり/メモ書き込み可（全角 100 文字） 

  帳票印刷 PDF を使用 

  キャッシュフロー計算書 あり 

  予算策定 部門別の予算管理可 

  入出金予定表 年間 12 パターンの資金繰りシミュレーションが可 

決算予測 決算予測 10 パターン可 

  仮決算項目 あり 

  消費税額予測 あり 
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 メニュー エクスポート 対象 インポート  対象 

会計帳簿 仕訳日記帳 ○ 仕訳日記帳 ○ 仕訳データ 

 現金出納帳         

 銀行帳         

 総勘定元帳・補助元帳 ○ 
総勘定元帳 

補助元帳 
    

 会計伝票         

 受取手形帳 ○ 受取手形帳 ○ 手形データ 

 支払手形帳 ○ 支払手形帳 ○ 手形データ 

 給与データ取込         

集計表 現金照合表・日計表         

 月次試算表 ○ 月次試算表     

   ○ 補助残高確認表     

 比較試算表 ○ 比較試算表     

   ○ 補助残高比較表     

 月別推移表 ○ 月別推移表     

   ○ 月別推移表_四半期     

   ○ 補助残高推移表     

   ○ 
補助残高推移表_

四半期 
    

 変動損益計算書 ○ 変動損益計算書     

 消費税集計表 ○ 消費税集計表     

   ○ 科目別消費税集     

   ○ 簡易課税集計表     
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 メニュー エクスポート 対象 インポート  対象 

管理会計 キャッシュフロー計算書         

 入出金予定表 ○ 入出金予定表     

 資金繰表 ○ 資金繰り表     

 予算策定 ○ 予算計画表年間     

 予算実績管理 ○ 予算実績管理     

 部門別損益計算書 ○ 部門別損益計算     

 部門別変動損益計算書 ○ 部門別変動損益     

 部門別比較損益計算書 ○ 部門別比較損益     

会計監査 データ監査 ○ 監査項目詳細 ○ 監査項目雛形 

 決算予測 ○ 予測損益計算書     

 仕訳変更履歴一覧 ○ 仕訳変更履歴一欄     

決算処理 仕訳日記帳（決算修正）         

 会計伝票（決算修正）         

 精算表         

 決算報告書         

マスタ作成 基本情報設定         

 消費税設定         

 科目設定 ○ 科目マスタリスト ○ 補助科目データ 

 取引先設定 ○ 取引先マスタリト ○ 取引先一覧データ 

 摘要設定 ○ 摘要マスタリスト ○ 摘要辞書 

 定時取引仕訳設定 ○ 定時取引パターン ○ 定時取引データ 

 定時取引伝票設定 ○ 定時取引パターン ○ 定時取引パターン 

 部門設定         

 期首残高登録 ○ 期首残高リスト ○ 期首残高リスト 

 過去実績値登録 ○ 過去実績値リスト ○ 過去残高リスト 

テンプレート 消費税テンプレート   消費税テンプレート     

 勘定科目テンプレート   勘定科目テンプレート     

 摘要テンプレート   摘要テンプレート     
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