
初期設定が完了しましたら、基本的な操作方法をマスターしましょう。

『社⻑の安⼼』では、いつ、どの口座に、いくらの入金・出金の予定があるかを“資金データ”とし
て管理します。将来にわたって日々の資金データを登録することで、資金の動きと残高の推移を
簡単に把握できるようになります。

資金を把握するには、主に次の作業を行う必要があります。
残高の確認
資金データの登録
実績の登録（資金データの実績化）
残高の確定

本ガイドでは、これらの操作方法を中⼼に説明します。

クラウドサービス 資金計画 『社⻑の安⼼』
基本操作ガイド

http://www.shikinguri-asp.com/



目次 【基本操作】

01 ログインするには

02 ログアウトするには

03 口座の残高を確認するには（残高一覧の表示）

04 取引内容を確認するには（資金データ一覧の表示）

05 初期残高を登録するには

06 資金データを登録するには

07 資金データを修正するには

08 資金データをコピーするには

09 資金データを削除するには

10 実績を登録するには（資金データの実績化）

11 残高を実際の通帳と一致させるには（残高確定）



01 ログインするには ① 【基本操作】

① 検索エンジンにて「社⻑の安⼼」で検索します。
②「社⻑の安⼼」のトップページ（http://www.shikinguri-asp.com/）にアクセスします。
③ ログインボタンをクリック！

■ インターネットブラウザから「社⻑の安⼼」ログイン画⾯にアクセスします。

トップページを「お気に入り」にご登録いただくと、
次回以降のログインが便利になります。 次頁につづく



① メールアドレスを入力します。

② パスワードを入力します。

③「ログイン」をクリック！

※ ログイン名は登録のある方のみ入力します。

【基本操作】

■ ログイン画⾯でログイン情報を入力します。

01 ログインするには ②

※ チェックすると、次回ログイン時にメール
アドレスの入力を省略できます。
共有のコンピュータをご利用の場合は、
チェックを外してください。

次頁につづく



【基本操作】

■ ログインしました。

01 ログインするには ③

有料登録が完了している場合、
残高一覧画面が表示されます。

残高一覧画⾯

お知らせ画⾯

有料登録がまだの場合、
お知らせ画面が表示されます。



【基本操作】

■ 画⾯の右上にある［ログアウト］ボタンをクリックします。

02 ログアウトするには

「ログアウト」をクリック！

作業を終了する場合やPCから離れる場合は、必ずログアウトしてください。
なお、一定時間アクセスがない場合は自動的にログアウトされます。



【資金計画】

■ メニューの［資金計画］をクリックして残高一覧を表示します。
※ 残高一覧には、月単位、日単位、日付指定の3種類の表示方法があり、通常は［月単位］の残高一覧が表示されます。

03 口座の残高を確認するには（残高一覧の表示）

表示切替をクリックすると、
月単位 → 日単位 → 日付指定
の順に表示が切り替わります。

基準月を変更できます。

メニューの［資金計画］をクリック！

※ ［月単位］の残高一覧では、口座ごとに、
1ヶ月間の入金額、出金額、差引額、月末
の残高を確認することができます。



【資金計画】

■ 残高一覧から、取引内容（資金データ）を確認したい口座と年月の金額欄をクリックします。

04 取引内容を確認するには ①（資金データ一覧の表示）

普. A銀行 X支店、2020年3月の
資金データ一覧を表示したい場合、
この部分の金額欄をクリック！

次頁につづく

口座

年月



【資金計画】

■ 残高一覧で指定した口座・年月の資金データの一覧が表示されます。
※ 最初は資金データが登録されていないため、データがありません。

04 取引内容を確認するには ② （資金データ一覧の表示）

※ 資金データとは、口座、日付、科目、金額
の情報から構成される、入金または出金の
取引情報です。

ここから口座と年月を変更できます。

残高一覧でクリックした金額欄の
普. A銀行 X支店、2020年3月
の資金データ一覧が表示されます。



【資金計画】

■ 登録したい口座・年月の資金データ一覧を表示し、［残高確定］ボタンをクリックします。
※ 「初期設定 口座の登録」で初期残高を登録済みの場合、ここでの操作は必要ありません。

05 初期残高を登録するには ①

② 「残高確定」をクリック！

次の内容で初期残高を登録してみましょう。
口座： 普. A銀行 X支店
初期残高設定日：2020年2月29日
初期残高： 1,000,000円

① 普. A銀行 X支店、2020年2月の資金データ一覧を表示します。

次頁につづく



【資金計画】

■ 残高確定の入力フォームに初期残高情報を入力します。

05 初期残高を登録するには ②

⑤「登録」をクリック！

③「02/29（土）」を選択

④「1,000,000」円を入力

次頁につづく

【初期残高情報】
口座： 普. A銀行 X支店
初期残高設定日：2020年2月29日
初期残高： 1,000,000円



【資金計画】05 初期残高を登録するには ③

初期残高を表すデータが1行追加されました。

■ 初期残高が登録されました。

初期残高の登録は口座ごとに行う必要があります。



【資金計画】

■ 資金データ一覧から［新規作成］ボタンをクリックします。

06 資金データを登録するには ①

② 「新規作成」をクリック！

次の取引内容の資金データを登録してみましょう。
口座：普. A銀行 X支店
日付：2020年3月1日
内容：B社から100,000円の売上入金

① 普. A銀行 X支店、2020年3月の資金データ一覧を表示します。

次頁につづく



【資金計画】

■ 新規作成フォームに取引内容を入力します。

06 資金データを登録するには ②

⑧「登録」をクリック！

【取引内容】
口座：普. A銀行 X支店
日付：2020年3月1日
内容：B社から100,000円の売上入金

③「普. A銀行 X支店」を選択

④「2020年3月1日」を選択

⑤「B社」を入力

⑥［一覧］をクリック！
科目一覧から「売上」を選択します

⑦「100000」円を入力

次頁につづく

資金データの入力項目の詳細については、
マニュアルの「４-2 資金データ一覧」をご覧ください。



【資金計画】06 資金データを登録するには ③

登録した資金データが1行追加されました。
残高は自動で計算されます。

■ 資金データが登録されました。



【資金計画】

■ 一覧表上で直接編集する方法（セル入力）と、編集フォームから入力する方法（フォーム入力）があります。
※ 金額や状態のみを修正する場合は「セル入力」、複数の項目をまとめて修正する場合は「フォーム入力」が便利です。

07 資金データを修正するには ①（セル入力）

② 修正したい部分をクリック！

セル入力で「06 資金データを登録するには」で登録した資金データの金額を 200,000円 に修正してみましょう。

① 普. A銀行 X支店、2020年3月の資金データ一覧を表示します。

次頁につづく

③ クリックした部分に入力欄が表示されて、
一覧表のセル単位で修正できます。



【資金計画】07 資金データを修正するには ②（セル入力）

■ 入力欄に修正内容を入力します。

⑤［更新］をクリック！

④ 入力欄に「200,000」円を入力

金額が更新されました。
残高は自動で再計算されます。



【資金計画】07 資金データを修正するには ③（フォーム入力）

② ［編集］をクリック！

① 普. A銀行 X支店、2020年3月の資金データ一覧を表示します。

次頁につづく

フォーム入力（編集フォームからの入力）で、資金データの金額を 100,000円 に修正してみましょう。



【資金計画】07 資金データを修正するには ④（フォーム入力）

■ 編集フォームに修正内容を入力します。

④「登録」をクリック！

③「100,000」円に修正

次頁につづく

資金データの入力項目の詳細については、
マニュアルの「４-2 資金データ一覧」をご覧ください。



【資金計画】07 資金データを修正するには ⑤（フォーム入力）

資金データが更新されました。
残高は自動で再計算されます。

■ 資金データが更新されました。



【資金計画】

■ 登録済みの資金データをコピーして、新たなデータを作成することができます。

08 資金データをコピーするには ①

② ［表示］をクリック！

「06 資金データを登録するには」で登録した資金データをコピーしてみましょう。

① 普. A銀行 X支店、2020年3月の資金データ一覧を表示します。

次頁につづく



【資金計画】

■ 資金データの詳細ウィンドウから［コピー］ボタンをクリックします。

08 資金データをコピーするには ②

③「コピー」をクリック！
次頁につづく

※ 資金データの詳細ウィンドウでは、資金データ一覧
上に表示されない項目を確認することができます。



【資金計画】

■ コピー元のデータの内容が入力された状態で、新規作成フォームが表示されます。

08 資金データをコピーするには ③

④「登録」をクリック！

次頁につづく



【資金計画】08 資金データをコピーするには ④

資金データがコピーされました。
日付の同じデータは、後に追加されます。

■ コピーした資金データが登録されました。



【資金計画】

■ 削除したい資金データの［削除］ボタンをクリックします。

09 資金データを削除するには ①

② ［削除］をクリック！

「08 資金データをコピーするには」で登録した資金データを削除してみましょう。

① 普. A銀行 X支店、2020年3月の資金データ一覧を表示します。

次頁につづく

③ 確認メッセージが表示されたら「OK」をクリックします。



【資金計画】09 資金データを削除するには ②

■ 資金データが削除されました。

資金データが削除されました。
残高は自動で再計算されます。



【資金計画】

■ 予定データの入金が確認された場合などに、資金データの状態を「実績」に変更します。
※  状態を「実績」に変更することで、編集・削除が禁止されます。状態を「予定」に戻すと再編集・削除ができます。

10 実績を登録するには ①（資金データの実績化）

次頁につづく

① 状態欄をクリック！

②「実績」を選択

※ 資金データの状態
・予定1〜3： 処理上の区別や制限はありません
・実績： 編集・削除が禁止されます
・無効： 残高計算から除外されます



【資金計画】10 実績を登録するには ②（資金データの実績化）

■ 予定データが実績データに変更されました。

資金データが実績化されました。
実績のデータは背景が緑色になります。



【資金計画】

■ 社⻑の安⼼の残高と通帳の残高とを一致させるには、“残高確定”を行います。
※ 残高確定とは、指定した時点における残高を、指定した金額に固定する機能です。

現時点までの全ての取引内容を入力しなくても、残高を先に固定させることができます。

11 残高を通帳の実データと一致させるには ①（残高確定）

次頁につづく
② 残高欄をクリック！

次の残高情報を登録してみましょう。
口座：普. A銀行 X支店
日付：2020年3月1日
残高：1,111,111 円

① 普. A銀行 X支店、2020年3月の資金データ一覧を表示します。



【資金計画】11 残高を通帳の実データと一致させるには ②（残高確定）

次頁につづく

③「1,111,111」円を入力

■ 残高確定の入力フォームに残高情報を入力します。

【残高情報】
口座：普. A銀行 X支店
日付：2020年3月1日
残高：1,111,111 円

④「登録」をクリック！

残高確定の詳細については、操作マニュアルの
「４-2 資金データ一覧 残高確定」をご覧ください。



【資金計画】11 残高を通帳の実データと一致させるには ③（残高確定）

■ 残高が確定されました。

残高確定のデータが登録されました。
残高調整額の行が追加されます。


