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目次

１．【新規機能】担当企業マスタ登録（担当者指定）
⇒担当者を1人に絞り込んで担当企業が設定できる画面を新規追加します。

２．仕訳入力画面 エンターキー移動で税区分項目をスキップするオプション追加
⇒エンターキー移動で税区分項目をスキップするオプションを追加します。

３．Escキーによる画面終了の処理を追加
⇒Escキーに画面終了の処理を追加することにより、Escキー押下で
「F12終了」と同じ操作になります。

４．仕訳データ取込 弥生会計形式の 10%、軽減8%税区分の対応
⇒弥生会計形式の 10%、及び軽減8%税区分に対応します。
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１－１．【新規機能】担当企業マスタ登録（担当者指定）

※画面はイメージのため、
実際のものと異なる場合があります。

担当者を1人に絞り込んで担当企業が設定できる画面を新規追加します。
【対応画面】担当企業マスタ登録（担当者指定）

内容

事務所メニューの赤枠の位置に
新規メニュー「担当企業マスタ登録(担当者指定)」
を追加します。
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１－２．【新規機能】担当企業マスタ登録（担当者指定）

※画面はイメージのため、
実際のものと異なる場合があります。

担当者を1人に絞り込んで担当企業が設定できる画面を新規追加します。
【対応画面】担当企業マスタ登録（担当者指定）

内容
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２－１．仕訳入力画面 エンターキー移動で税区分項目スキップ

※画面はイメージのため、
実際のものと異なる場合があります。

エンターキー移動で税区分項目をスキップするオプションを追加します。
【対応画面】仕訳伝票入力、仕訳入力（単一）、仕訳入力（単一２）、仕訳入力（単一3）

出納帳入力（科目）、出納帳入力（摘要）、現金出納帳入力、預金出納帳入力
総勘定元帳（画面）※設定画面は対応画面の設定タブ＞設定画面から開くことができます。

内容

税区分項目に止まる

②

税区分項目をスキップ

チェックなし

チェックあり

設定画面に新規チェックボックス項目を追加します。
「エンターキーで税区分の項目をスキップする」

ユーザーが任意で設定ができます。
初期値は チェックなし＝スキップしない（従来仕様）です。
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３－１．Escキーによる画面終了の処理を追加

※画面はイメージのため、
実際のものと異なる場合があります。

Escキーに画面終了の処理を追加することにより、Escキー押下で「F12終了」と同じ操作になります。
【対応画面】全画面 ※法人事業概況説明書入力の詳細入力画面のような中間画面等 一部を除きます。

内容

■入力画面 ■マスタ画面

■各種印刷・設定画面
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４－１．仕訳データ取込 弥生会計形式の 10%、軽減8%税区分の対応①

※画面はイメージのため、
実際のものと異なる場合があります。

弥生会計形式の 10%、及び軽減8%税区分に対応します。
【対応画面】仕訳データ取込

内容

データ形式「弥生会計」
10%、及び軽減8%税区分に対応します。

従前通り、弥生会計の仕訳日記帳を弥生インポート形式
で出力したテキストファイルが対象です。

（今回対象の税区分一覧は次ページ参照）
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４－２．仕訳データ取込 弥生会計形式の 10%、軽減8%税区分の対応②
今回対象の弥生会計税区分一覧（本則課税）です。

弥生会計情報 発展会計2情報

記述形式
（連携キー） 正式名称 略称 税

区分 簡易 正式名称 略称

課税売上内 課税売上 課税売上 内 課税売上内税10％ 売内10

課税売上外 課税売上 課税売上 外 課税売上外税10％ 売外10

課税売上別 課税売上 課税売上 別 不明税区分 不明

課税売上込 課税売上 課税売上 込 課税売上内税10％ 売内10

課税売上内10% 課税売上10% 課税売上10% 内 課税売上内税10％ 売内10

課税売上外10% 課税売上10% 課税売上10% 外 課税売上外税10％ 売外10

課税売上別10% 課税売上10% 課税売上10% 別 不明税区分 不明

課税売上込10% 課税売上10% 課税売上10% 込 課税売上内税10％ 売内10

課税売上内軽減8% 課税売上8%（軽） 課税売上8%
（軽） 内 軽減課税売上内税8％ 軽売内8

課税売上外軽減8% 課税売上8%（軽） 課税売上8%
（軽） 外 軽減課税売上外税8％ 軽売外8

課税売上別軽減8% 課税売上8%（軽） 課税売上8%
（軽） 別 不明税区分 不明

課税売上込軽減8% 課税売上8%（軽） 課税売上8%
（軽） 込 軽減課税売上内税8％ 軽売内8

課税売返内 課税売上返還 課税売返 内 課税売上返還内税10％ 売返内10

課税売返外 課税売上返還 課税売返 外 課税売上返還外税10％ 売返外10

課税売返別 課税売上返還 課税売返 別 不明税区分 不明

課税売返込 課税売上返還 課税売返 込 課税売上返還内税10％ 売返内10

課税売返内10% 課税売上返還10% 課税売返10% 内 課税売上返還内税10％ 売返内10

課税売返外10% 課税売上返還10% 課税売返10% 外 課税売上返還外税10％ 売返外10
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４－２．仕訳データ取込 弥生会計形式の 10%、軽減8%税区分の対応③
今回対象の弥生会計税区分一覧（本則課税）です。

弥生会計情報 発展会計2情報

記述形式
（連携キー） 正式名称 略称 税

区分 簡易 正式名称 略称

課税売返別10% 課税売上返還10% 課税売返10% 別 不明税区分 不明
課税売返込10% 課税売上返還10% 課税売返10% 込 課税売上返還内税10％ 売返内10

課税売返内軽減8% 課税売上返還8%（軽） 課税売返8%
（軽） 内 課税売上返還内税８％ 売返内8

課税売返外軽減8% 課税売上返還8%（軽） 課税売返8%
（軽） 外 課税売上返還外税８％ 売返外8

課税売返別軽減8% 課税売上返還8%（軽） 課税売返8%
（軽） 別 不明税区分 不明

課税売返込軽減8% 課税売上返還8%（軽） 課税売返8%
（軽） 込 課税売上返還内税８％ 売返内8

課税売倒内 課税売上貸倒 課税売倒 内 課税売上貸倒内税10％ 売倒内10
課税売倒外 課税売上貸倒 課税売倒 外 課税売上外税10％ 売外10
課税売倒別 課税売上貸倒 課税売倒 別 不明税区分 不明
課税売倒込 課税売上貸倒 課税売倒 込 課税売上貸倒内税10％ 売倒内10
課税売倒内10% 課税売上貸倒10% 課税売倒10% 内 課税売上貸倒内税10％ 売倒内10
課税売倒外10% 課税売上貸倒10% 課税売倒10% 外 課税売上外税10％ 売外10
課税売倒別10% 課税売上貸倒10% 課税売倒10% 別 不明税区分 不明
課税売倒込10% 課税売上貸倒10% 課税売倒10% 込 課税売上貸倒内税10％ 売倒内10

課税売倒内軽減8% 課税売上貸倒8%（軽） 課税売倒8%
（軽） 内 軽減課税売上貸倒内税8％ 軽売倒内8

課税売倒外軽減8% 課税売上貸倒8%（軽） 課税売倒8%
（軽） 外 軽減課税売上外税8％ 軽売外8

課税売倒別軽減8% 課税売上貸倒8%（軽） 課税売倒8%
（軽） 別 不明税区分 不明

課税売倒込軽減8% 課税売上貸倒8%（軽） 課税売倒8%
（軽） 込 軽減課税売上貸倒内税8％ 軽売倒内8
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４－２．仕訳データ取込 弥生会計形式の 10%、軽減8%税区分の対応④
今回対象の弥生会計税区分一覧（本則課税）です。

弥生会計情報 発展会計2情報

記述形式
（連携キー） 正式名称 略称 税

区分 簡易 正式名称 略称

課税売倒込軽減8% 課税売上貸倒8%（軽） 課税売倒8%
（軽） 込 軽減課税売上貸倒内税8％ 軽売倒内8

課税売回内 課税売上貸倒回収 課税売回 内 課税売上貸倒回収内税10％ 売回内10

課税売回外 課税売上貸倒回収 課税売回 外 課税売上外税10％ 売外10

課税売回別 課税売上貸倒回収 課税売回 別 不明税区分 不明

課税売回込 課税売上貸倒回収 課税売回 込 課税売上貸倒回収内税10％ 売回内10

課税売回内10% 課税売上貸倒回収10% 課税売回10% 内 課税売上貸倒回収内税10％ 売回内10

課税売回外10% 課税売上貸倒回収10% 課税売回10% 外 課税売上外税10％ 売外10

課税売回別10% 課税売上貸倒回収10% 課税売回10% 別 不明税区分 不明

課税売回込10% 課税売上貸倒回収10% 課税売回10% 込 課税売上貸倒回収内税10％ 売回内10

課税売回内軽減8% 課税売上貸倒回収8%（軽） 課税売回8%
（軽） 内 軽減課税売上貸倒回収内税8％ 軽売回内8

課税売回外軽減8% 課税売上貸倒回収8%（軽） 課税売回8%
（軽） 外 軽減課税売上外税8％ 軽売外8

課税売回別軽減8% 課税売上貸倒回収8%（軽） 課税売回8%
（軽） 別 不明税区分 不明

課税売回込軽減8% 課税売上貸倒回収8%（軽） 課税売回8%
（軽） 込 軽減課税売上貸倒回収内税8％ 軽売回内8

課対仕入内 課税対応仕入 課対仕入 内 課税売上対応課税仕入内税10％ 仕課内10

課対仕入外 課税対応仕入 課対仕入 外 課税売上対応課税仕入外税10％ 仕課外10

課対仕入別 課税対応仕入 課対仕入 別 不明税区分 不明

課対仕入込 課税対応仕入 課対仕入 込 課税売上対応課税仕入内税10％ 仕課内10

課対仕入内10% 課税対応仕入10% 課対仕入10% 内 課税売上対応課税仕入内税10％ 仕課内10
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４－２．仕訳データ取込 弥生会計形式の 10%、軽減8%税区分の対応⑤
今回対象の弥生会計税区分一覧（本則課税）です。

弥生会計情報 発展会計2情報

記述形式
（連携キー） 正式名称 略称 税

区分 簡易 正式名称 略称

課対仕入外10% 課税対応仕入10% 課対仕入10% 外 課税売上対応課税仕入外税10％ 仕課外10

課対仕入別10% 課税対応仕入10% 課対仕入10% 別 不明税区分 不明

課対仕入込10% 課税対応仕入10% 課対仕入10% 込 課税売上対応課税仕入内税10％ 仕課内10

課対仕入内軽減8% 課税対応仕入8%（軽） 課対仕入8%（軽）内 軽減課税売上対応課税仕入内税8％ 軽仕課内8

課対仕入外軽減8% 課税対応仕入8%（軽） 課対仕入8%（軽）外 軽減課税売上対応課税仕入外税8％ 軽仕課外8

課対仕入別軽減8% 課税対応仕入8%（軽） 課対仕入8%（軽）別 不明税区分 不明

課対仕入込軽減8% 課税対応仕入8%（軽） 課対仕入8%（軽）込 軽減課税売上対応課税仕入内税8％ 軽仕課内8

課対仕返内 課税対応仕入返還 課対仕返 内 課税売上対応課税仕入返還内税10％ 仕返課内10

課対仕返外 課税対応仕入返還 課対仕返 外 課税売上対応課税仕入返還外税10％ 仕返課外10

課対仕返別 課税対応仕入返還 課対仕返 別 不明税区分 不明

課対仕返込 課税対応仕入返還 課対仕返 込 課税売上対応課税仕入返還内税10％ 仕返課内10

課対仕返内10% 課税対応仕入返還10% 課対仕返10% 内 課税売上対応課税仕入返還内税10％ 仕返課内10

課対仕返外10% 課税対応仕入返還10% 課対仕返10% 外 課税売上対応課税仕入返還外税10％ 仕返課外10

課対仕返別10% 課税対応仕入返還10% 課対仕返10% 別 不明税区分 不明

課対仕返込10% 課税対応仕入返還10% 課対仕返10% 込 課税売上対応課税仕入返還内税10％ 仕返課内10

課対仕返内軽減8% 課税対応仕入返還8%（軽） 課対仕返8%（軽）内 軽減課税売上対応課税仕入返還内税8％ 軽仕返課内8

課対仕返外軽減8% 課税対応仕入返還8%（軽） 課対仕返8%（軽）外 軽減課税売上対応課税仕入返還外税8％ 軽仕返課外8

課対仕返別軽減8% 課税対応仕入返還8%（軽） 課対仕返8%（軽）別 不明税区分 不明
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４－２．仕訳データ取込 弥生会計形式の 10%、軽減8%税区分の対応⑥
今回対象の弥生会計税区分一覧（本則課税）です。

弥生会計情報 発展会計2情報

記述形式
（連携キー） 正式名称 略称 税

区分 簡易 正式名称 略称

課対仕返込軽減8% 課税対応仕入返還8%（軽） 課対仕返8%（軽）込 軽減課税売上対応課税仕入返還内税8％ 軽仕返課内8

非対仕入内 非課税対応仕入 非対仕入 内 非課税売上対応課税仕入内税10％ 仕非内10

非対仕入外 非課税対応仕入 非対仕入 外 非課税売上対応課税仕入外税10％ 仕非外10

非対仕入別 非課税対応仕入 非対仕入 別 不明税区分 不明

非対仕入込 非課税対応仕入 非対仕入 込 非課税売上対応課税仕入内税10％ 仕非内10

非対仕入内10% 非課税対応仕入10% 非対仕入10% 内 非課税売上対応課税仕入内税10％ 仕非内10

非対仕入外10% 非課税対応仕入10% 非対仕入10% 外 非課税売上対応課税仕入外税10％ 仕非外10

非対仕入別10% 非課税対応仕入10% 非対仕入10% 別 不明税区分 不明

非対仕入込10% 非課税対応仕入10% 非対仕入10% 込 非課税売上対応課税仕入内税10％ 仕非内10

非対仕入内軽減8% 非課税対応仕入8%（軽） 非対仕入8%
（軽） 内 軽減非課税売上対応課税仕入内税8％ 軽仕非内8

非対仕入外軽減8% 非課税対応仕入8%（軽） 非対仕入8%
（軽） 外 軽減非課税売上対応課税仕入外税8％ 軽仕非外8

非対仕入別軽減8% 非課税対応仕入8%（軽） 非対仕入8%
（軽） 別 不明税区分 不明

非対仕入込軽減8% 非課税対応仕入8%（軽） 非対仕入8%
（軽） 込 軽減非課税売上対応課税仕入内税8％ 軽仕非内8

非対仕返内 非課税対応仕入返還 非対仕返 内 非課税売上対応課税仕入返還内税10％ 仕返非内10

非対仕返外 非課税対応仕入返還 非対仕返 外 非課税売上対応課税仕入返還外税10％ 仕返非外10

非対仕返別 非課税対応仕入返還 非対仕返 別 不明税区分 不明

非対仕返込 非課税対応仕入返還 非対仕返 込 非課税売上対応課税仕入返還内税10％ 仕返非内10

非対仕返内10% 非課税対応仕入返還10% 非対仕返10% 内 非課税売上対応課税仕入返還内税10％ 仕返非内10
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４－２．仕訳データ取込 弥生会計形式の 10%、軽減8%税区分の対応⑦
今回対象の弥生会計税区分一覧（本則課税）です。

弥生会計情報 発展会計2情報

記述形式
（連携キー） 正式名称 略称 税

区分 簡易 正式名称 略称

非対仕返外10% 非課税対応仕入返還10% 非対仕返10% 外 非課税売上対応課税仕入返還外税10％ 仕返非外10
非対仕返別10% 非課税対応仕入返還10% 非対仕返10% 別 不明税区分 不明
非対仕返込10% 非課税対応仕入返還10% 非対仕返10% 込 非課税売上対応課税仕入返還内税10％ 仕返非内10

非対仕返内軽減8% 非課税対応仕入返還8%（軽） 非対仕返8%
（軽） 内 軽減非課税売上対応課税仕入返還内税8％ 軽仕返非内8

非対仕返外軽減8% 非課税対応仕入返還8%（軽） 非対仕返8%
（軽） 外 軽減非課税売上対応課税仕入返還外税8％ 軽仕返非外8

非対仕返別軽減8% 非課税対応仕入返還8%（軽） 非対仕返8%
（軽） 別 不明税区分 不明

非対仕返込軽減8% 非課税対応仕入返還8%（軽） 非対仕返8%
（軽） 込 軽減非課税売上対応課税仕入返還内税8％ 軽仕返非内8

共対仕入内 共通対応仕入 共対仕入 内 共通対応課税仕入内税10％ 仕共内10
共対仕入外 共通対応仕入 共対仕入 外 共通対応課税仕入外税10％ 仕共外10
共対仕入別 共通対応仕入 共対仕入 別 不明税区分 不明
共対仕入込 共通対応仕入 共対仕入 込 共通対応課税仕入内税10％ 仕共内10
共対仕入内10% 共通対応仕入10% 共対仕入10% 内 共通対応課税仕入内税10％ 仕共内10
共対仕入外10% 共通対応仕入10% 共対仕入10% 外 共通対応課税仕入外税10％ 仕共外10
共対仕入別10% 共通対応仕入10% 共対仕入10% 別 不明税区分 不明
共対仕入込10% 共通対応仕入10% 共対仕入10% 込 共通対応課税仕入内税10％ 仕共内10

共対仕入内軽減8% 共通対応仕入8%（軽） 共対仕入8%
（軽） 内 軽減共通対応課税仕入内税8％ 軽仕共内8

共対仕入外軽減8% 共通対応仕入8%（軽） 共対仕入8%
（軽） 外 軽減共通対応課税仕入外税8％ 軽仕共外8
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４－２．仕訳データ取込 弥生会計形式の 10%、軽減8%税区分の対応⑧
今回対象の弥生会計税区分一覧（本則課税）です。

弥生会計情報 発展会計2情報

記述形式
（連携キー） 正式名称 略称 税

区分 簡易 正式名称 略称

共対仕入別軽減8% 共通対応仕入8%（軽） 共対仕入8%
（軽） 別 不明税区分 不明

共対仕入込軽減8% 共通対応仕入8%（軽） 共対仕入8%
（軽） 込 軽減共通対応課税仕入内税8％ 軽仕共内8

共対仕返内 共通対応仕入返還 共対仕返 内 共通対応課税仕入返還内税10％ 仕返共内10

共対仕返外 共通対応仕入返還 共対仕返 外 共通対応課税仕入返還外税10％ 仕返共外10

共対仕返別 共通対応仕入返還 共対仕返 別 不明税区分 不明

共対仕返込 共通対応仕入返還 共対仕返 込 共通対応課税仕入返還内税10％ 仕返共内10

共対仕返内10% 共通対応仕入返還10% 共対仕返10% 内 共通対応課税仕入返還内税10％ 仕返共内10

共対仕返外10% 共通対応仕入返還10% 共対仕返10% 外 共通対応課税仕入返還外税10％ 仕返共外10

共対仕返別10% 共通対応仕入返還10% 共対仕返10% 別 不明税区分 不明

共対仕返込10% 共通対応仕入返還10% 共対仕返10% 込 共通対応課税仕入返還内税10％ 仕返共内10

共対仕返内軽減8% 共通対応仕入返還8%（軽） 共対仕返8%
（軽） 内 軽減共通対応課税仕入返還内税8％ 軽仕返共内8

共対仕返外軽減8% 共通対応仕入返還8%（軽） 共対仕返8%
（軽） 外 軽減共通対応課税仕入返還外税8％ 軽仕返共外8

共対仕返別軽減8% 共通対応仕入返還8%（軽） 共対仕返8%
（軽） 別 不明税区分 不明

共対仕返込軽減8% 共通対応仕入返還8%（軽） 共対仕返8%
（軽） 込 軽減共通対応課税仕入返還内税8％ 軽仕返共内8
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４－２．仕訳データ取込 弥生会計形式の 10%、軽減8%税区分の対応⑨
今回対象の弥生会計税区分一覧（簡易課税）です。

弥生会計情報 発展会計2情報

記述形式
（連携キー） 正式名称 略称 税

区分 簡易 正式名称 略称

課税売上内一 課税売上簡易一種 簡売一 内 一種 事業区分１用課税売上内税10％ 1売内10

課税売上外一 課税売上簡易一種 簡売一 外 一種 事業区分１用課税売上外税10％ 1売外10

課税売上別一 課税売上簡易一種 簡売一 別 一種 不明税区分 不明

課税売上込一 課税売上簡易一種 簡売一 込 一種 事業区分１用課税売上内税10％ 1売内10

課税売上内二 課税売上簡易二種 簡売二 内 二種 事業区分２用課税売上内税10％ 2売内10

課税売上外二 課税売上簡易二種 簡売二 外 二種 事業区分２用課税売上外税10％ 2売外10

課税売上別二 課税売上簡易二種 簡売二 別 二種 不明税区分 不明

課税売上込二 課税売上簡易二種 簡売二 込 二種 事業区分２用課税売上内税10％ 2売内10

課税売上内三 課税売上簡易三種 簡売三 内 三種 事業区分３用課税売上内税10％ 3売内10

課税売上外三 課税売上簡易三種 簡売三 外 三種 事業区分３用課税売上外税10％ 3売外10

課税売上別三 課税売上簡易三種 簡売三 別 三種 不明税区分 不明

課税売上込三 課税売上簡易三種 簡売三 込 三種 事業区分３用課税売上内税10％ 3売内10

課税売上内四 課税売上簡易四種 簡売四 内 四種 事業区分４用課税売上内税10％ 4売内10

課税売上外四 課税売上簡易四種 簡売四 外 四種 事業区分４用課税売上外税10％ 4売外10

課税売上別四 課税売上簡易四種 簡売四 別 四種 不明税区分 不明

課税売上込四 課税売上簡易四種 簡売四 込 四種 事業区分４用課税売上内税10％ 4売内10

課税売上内五 課税売上簡易五種 簡売五 内 五種 事業区分５用課税売上内税10％ 5売内10

課税売上外五 課税売上簡易五種 簡売五 外 五種 事業区分５用課税売上外税10％ 5売外10
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４－２．仕訳データ取込 弥生会計形式の 10%、軽減8%税区分の対応⑩
今回対象の弥生会計税区分一覧（簡易課税）です。

弥生会計情報 発展会計2情報

記述形式
（連携キー） 正式名称 略称 税

区分 簡易 正式名称 略称

課税売上別五 課税売上簡易五種 簡売五 別 五種 不明税区分 不明

課税売上込五 課税売上簡易五種 簡売五 込 五種 事業区分５用課税売上内税10％ 5売内10

課税売上内一10% 課税売上簡易一種10% 簡売一10% 内 一種 事業区分１用課税売上内税10％ 1売内10

課税売上外一10% 課税売上簡易一種10% 簡売一10% 外 一種 事業区分１用課税売上外税10％ 1売外10

課税売上別一10% 課税売上簡易一種10% 簡売一10% 別 一種 不明税区分 不明

課税売上込一10% 課税売上簡易一種10% 簡売一10% 込 一種 事業区分１用課税売上内税10％ 1売内10

課税売上内二10% 課税売上簡易二種10% 簡売二10% 内 二種 事業区分２用課税売上内税10％ 2売内10

課税売上外二10% 課税売上簡易二種10% 簡売二10% 外 二種 事業区分２用課税売上外税10％ 2売外10

課税売上別二10% 課税売上簡易二種10% 簡売二10% 別 二種 不明税区分 不明

課税売上込二10% 課税売上簡易二種10% 簡売二10% 込 二種 事業区分２用課税売上内税10％ 2売内10

課税売上内三10% 課税売上簡易三種10% 簡売三10% 内 三種 事業区分３用課税売上内税10％ 3売内10

課税売上外三10% 課税売上簡易三種10% 簡売三10% 外 三種 事業区分３用課税売上外税10％ 3売外10

課税売上別三10% 課税売上簡易三種10% 簡売三10% 別 三種 不明税区分 不明

課税売上込三10% 課税売上簡易三種10% 簡売三10% 込 三種 事業区分３用課税売上内税10％ 3売内10

課税売上内四10% 課税売上簡易四種10% 簡売四10% 内 四種 事業区分４用課税売上内税10％ 4売内10

課税売上外四10% 課税売上簡易四種10% 簡売四10% 外 四種 事業区分４用課税売上外税10％ 4売外10

課税売上別四10% 課税売上簡易四種10% 簡売四10% 別 四種 不明税区分 不明

課税売上込四10% 課税売上簡易四種10% 簡売四10% 込 四種 事業区分４用課税売上内税10％ 4売内10
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４－２．仕訳データ取込 弥生会計形式の 10%、軽減8%税区分の対応⑪
今回対象の弥生会計税区分一覧（簡易課税）です。

弥生会計情報 発展会計2情報

記述形式
（連携キー） 正式名称 略称 税

区分 簡易 正式名称 略称

課税売上内五10% 課税売上簡易五種10% 簡売五10% 内 五種 事業区分５用課税売上内税10％ 5売内10

課税売上外五10% 課税売上簡易五種10% 簡売五10% 外 五種 事業区分５用課税売上外税10％ 5売外10

課税売上別五10% 課税売上簡易五種10% 簡売五10% 別 五種 不明税区分 不明

課税売上込五10% 課税売上簡易五種10% 簡売五10% 込 五種 事業区分５用課税売上内税10％ 5売内10

課税売上内六10% 課税売上簡易六種10% 簡売六10% 内 六種 事業区分６用課税売上内税10％ 6売内10

課税売上外六10% 課税売上簡易六種10% 簡売六10% 外 六種 事業区分６用課税売上外税10％ 6売外10

課税売上別六10% 課税売上簡易六種10% 簡売六10% 別 六種 不明税区分 不明

課税売上込六10% 課税売上簡易六種10% 簡売六10% 込 六種 事業区分６用課税売上内税10％ 6売内10

課税売上内一軽減8% 課税売上簡易一種8%（軽） 簡売一8%（軽） 内 一種 軽減事業１用課税売上内税8％ 軽1売内8

課税売上外一軽減8% 課税売上簡易一種8%（軽） 簡売一8%（軽） 外 一種 軽減事業１用課税売上外税8％ 軽1売外8

課税売上別一軽減8% 課税売上簡易一種8%（軽） 簡売一8%（軽） 別 一種 不明税区分 不明

課税売上込一軽減8% 課税売上簡易一種8%（軽） 簡売一8%（軽） 込 一種 軽減事業１用課税売上内税8％ 軽1売内8

課税売上内二軽減8% 課税売上簡易二種8%（軽） 簡売二8%（軽） 内 二種 軽減事業２用課税売上内税8％ 軽2売内8

課税売上外二軽減8% 課税売上簡易二種8%（軽） 簡売二8%（軽） 外 二種 軽減事業２用課税売上外税8％ 軽2売外8

課税売上別二軽減8% 課税売上簡易二種8%（軽） 簡売二8%（軽） 別 二種 不明税区分 不明

課税売上込二軽減8% 課税売上簡易二種8%（軽） 簡売二8%（軽） 込 二種 軽減事業２用課税売上内税8％ 軽2売内8

課税売上内三軽減8% 課税売上簡易三種8%（軽） 簡売三8%（軽） 内 三種 軽減事業３用課税売上内税8％ 軽3売内8

課税売上外三軽減8% 課税売上簡易三種8%（軽） 簡売三8%（軽） 外 三種 軽減事業３用課税売上外税8％ 軽3売外8
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４－２．仕訳データ取込 弥生会計形式の 10%、軽減8%税区分の対応⑫
今回対象の弥生会計税区分一覧（簡易課税）です。

弥生会計情報 発展会計2情報

記述形式
（連携キー） 正式名称 略称 税

区分 簡易 正式名称 略称

課税売上別三軽減8% 課税売上簡易三種8%（軽） 簡売三8%（軽） 別 三種 不明税区分 不明

課税売上込三軽減8% 課税売上簡易三種8%（軽） 簡売三8%（軽） 込 三種 軽減事業３用課税売上内税8％ 軽3売内8

課税売上内四軽減8% 課税売上簡易四種8%（軽） 簡売四8%（軽） 内 四種 軽減事業４用課税売上内税8％ 軽4売内8

課税売上外四軽減8% 課税売上簡易四種8%（軽） 簡売四8%（軽） 外 四種 軽減事業４用課税売上外税8％ 軽4売外8

課税売上別四軽減8% 課税売上簡易四種8%（軽） 簡売四8%（軽） 別 四種 不明税区分 不明

課税売上込四軽減8% 課税売上簡易四種8%（軽） 簡売四8%（軽） 込 四種 軽減事業４用課税売上内税8％ 軽4売内8

課税売上内五軽減8% 課税売上簡易五種8%（軽） 簡売五8%（軽） 内 五種 軽減事業５用課税売上内税8％ 軽5売内8

課税売上外五軽減8% 課税売上簡易五種8%（軽） 簡売五8%（軽） 外 五種 軽減事業５用課税売上外税8％ 軽5売外8

課税売上別五軽減8% 課税売上簡易五種8%（軽） 簡売五8%（軽） 別 五種 不明税区分 不明

課税売上込五軽減8% 課税売上簡易五種8%（軽） 簡売五8%（軽） 込 五種 軽減事業５用課税売上内税8％ 軽5売内8

課税売上内六軽減8% 課税売上簡易六種8%（軽） 簡売六8%（軽） 内 六種 軽減事業６用課税売上内税8％ 軽6売内8

課税売上外六軽減8% 課税売上簡易六種8%（軽） 簡売六8%（軽） 外 六種 軽減事業６用課税売上外税8％ 軽6売外8

課税売上別六軽減8% 課税売上簡易六種8%（軽） 簡売六8%（軽） 別 六種 不明税区分 不明

課税売上込六軽減8% 課税売上簡易六種8%（軽） 簡売六8%（軽） 込 六種 軽減事業６用課税売上内税8％ 軽6売内8

課税売上内一8% 課税売上簡易一種8% 簡売一8% 内 一種 事業区分１用課税売上内税８％ 1売内8

課税売上外一8% 課税売上簡易一種8% 簡売一8% 外 一種 事業区分１用課税売上外税８％ 1売外8

課税売上別一8% 課税売上簡易一種8% 簡売一8% 別 一種 事業区分１用課税売上別記８％ 1売別8

課税売上込一8% 課税売上簡易一種8% 簡売一8% 込 一種 事業区分１用課税売上内税８％ 1売内8
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４－２．仕訳データ取込 弥生会計形式の 10%、軽減8%税区分の対応⑬
今回対象の弥生会計税区分一覧（簡易課税）です。

弥生会計情報 発展会計2情報

記述形式
（連携キー） 正式名称 略称 税

区分 簡易 正式名称 略称

課税売上内二8% 課税売上簡易二種8% 簡売二8% 内 二種 事業区分２用課税売上内税８％ 2売内8

課税売上外二8% 課税売上簡易二種8% 簡売二8% 外 二種 事業区分２用課税売上外税８％ 2売外8

課税売上別二8% 課税売上簡易二種8% 簡売二8% 別 二種 事業区分２用課税売上別記８％ 2売別8

課税売上込二8% 課税売上簡易二種8% 簡売二8% 込 二種 事業区分２用課税売上内税８％ 2売内8

課税売上内三8% 課税売上簡易三種8% 簡売三8% 内 三種 事業区分３用課税売上内税８％ 3売内8

課税売上外三8% 課税売上簡易三種8% 簡売三8% 外 三種 事業区分３用課税売上外税８％ 3売外8

課税売上別三8% 課税売上簡易三種8% 簡売三8% 別 三種 事業区分３用課税売上別記８％ 3売別8

課税売上込三8% 課税売上簡易三種8% 簡売三8% 込 三種 事業区分３用課税売上内税８％ 3売内8

課税売上内四8% 課税売上簡易四種8% 簡売四8% 内 四種 事業区分４用課税売上内税８％ 4売内8

課税売上外四8% 課税売上簡易四種8% 簡売四8% 外 四種 事業区分４用課税売上外税８％ 4売外8

課税売上別四8% 課税売上簡易四種8% 簡売四8% 別 四種 事業区分４用課税売上別記８％ 4売別8

課税売上込四8% 課税売上簡易四種8% 簡売四8% 込 四種 事業区分４用課税売上内税８％ 4売内8

課税売上内五8% 課税売上簡易五種8% 簡売五8% 内 五種 事業区分５用課税売上内税８％ 5売内8

課税売上外五8% 課税売上簡易五種8% 簡売五8% 外 五種 事業区分５用課税売上外税８％ 5売外8

課税売上別五8% 課税売上簡易五種8% 簡売五8% 別 五種 事業区分５用課税売上別記８％ 5売別8

課税売上込五8% 課税売上簡易五種8% 簡売五8% 込 五種 事業区分５用課税売上内税８％ 5売内8

課税売上内六8% 課税売上簡易六種8% 簡売六8% 内 六種 事業区分６用課税売上内税８％ 6売内8

課税売上外六8% 課税売上簡易六種8% 簡売六8% 外 六種 事業区分６用課税売上外税８％ 6売外8
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４－２．仕訳データ取込 弥生会計形式の 10%、軽減8%税区分の対応⑭
今回対象の弥生会計税区分一覧（簡易課税）です。

弥生会計情報 発展会計2情報

記述形式
（連携キー） 正式名称 略称 税

区分 簡易 正式名称 略称

課税売上別六8% 課税売上簡易六種8% 簡売六8% 別 六種 事業区分６用課税売上別記８％ 6売別8

課税売上込六8% 課税売上簡易六種8% 簡売六8% 込 六種 事業区分６用課税売上内税８％ 6売内8

課税売上内一5% 課税売上簡易一種5% 簡売一5% 内 一種 事業区分１用課税売上内税５％ 1売内5

課税売上外一5% 課税売上簡易一種5% 簡売一5% 外 一種 事業区分１用課税売上外税５％ 1売外5

課税売上別一5% 課税売上簡易一種5% 簡売一5% 別 一種 事業区分１用課税売上別記５％ 1売別5

課税売上込一5% 課税売上簡易一種5% 簡売一5% 込 一種 事業区分１用課税売上内税５％ 1売内5

課税売上内二5% 課税売上簡易二種5% 簡売二5% 内 二種 事業区分２用課税売上内税５％ 2売内5

課税売上外二5% 課税売上簡易二種5% 簡売二5% 外 二種 事業区分２用課税売上外税５％ 2売外5

課税売上別二5% 課税売上簡易二種5% 簡売二5% 別 二種 事業区分２用課税売上別記５％ 2売別5

課税売上込二5% 課税売上簡易二種5% 簡売二5% 込 二種 事業区分２用課税売上内税５％ 2売内5

課税売上内三5% 課税売上簡易三種5% 簡売三5% 内 三種 事業区分３用課税売上内税５％ 3売内5

課税売上外三5% 課税売上簡易三種5% 簡売三5% 外 三種 事業区分３用課税売上外税５％ 3売外5

課税売上別三5% 課税売上簡易三種5% 簡売三5% 別 三種 事業区分３用課税売上別記５％ 3売別5

課税売上込三5% 課税売上簡易三種5% 簡売三5% 込 三種 事業区分３用課税売上内税５％ 3売内5

課税売上内四5% 課税売上簡易四種5% 簡売四5% 内 四種 事業区分４用課税売上内税５％ 4売内5

課税売上外四5% 課税売上簡易四種5% 簡売四5% 外 四種 事業区分４用課税売上外税５％ 4売外5

課税売上別四5% 課税売上簡易四種5% 簡売四5% 別 四種 事業区分４用課税売上別記５％ 4売別5

課税売上込四5% 課税売上簡易四種5% 簡売四5% 込 四種 事業区分４用課税売上内税５％ 4売内5
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４－２．仕訳データ取込 弥生会計形式の 10%、軽減8%税区分の対応⑮
今回対象の弥生会計税区分一覧（簡易課税）です。

弥生会計情報 発展会計2情報

記述形式
（連携キー） 正式名称 略称 税

区分 簡易 正式名称 略称

課税売上内五5% 課税売上簡易五種5% 簡売五5% 内 五種 事業区分５用課税売上内税５％ 5売内5

課税売上外五5% 課税売上簡易五種5% 簡売五5% 外 五種 事業区分５用課税売上外税５％ 5売外5

課税売上別五5% 課税売上簡易五種5% 簡売五5% 別 五種 事業区分５用課税売上別記５％ 5売別5

課税売上込五5% 課税売上簡易五種5% 簡売五5% 込 五種 事業区分５用課税売上内税５％ 5売内5

課税売上内六5% 課税売上簡易六種5% 簡売六5% 内 六種 事業区分６用課税売上内税５％ 6売内5

課税売上外六5% 課税売上簡易六種5% 簡売六5% 外 六種 事業区分６用課税売上外税５％ 6売外5

課税売上別六5% 課税売上簡易六種5% 簡売六5% 別 六種 事業区分６用課税売上別記５％ 6売別5

課税売上込六5% 課税売上簡易六種5% 簡売六5% 込 六種 事業区分６用課税売上内税５％ 6売内5

課税売返内一 課税売上返還簡易返還一種 簡返一 内 一種 事業区分１用課税売上返還内税10％ 1売返内10

課税売返外一 課税売上返還簡易返還一種 簡返一 外 一種 事業区分１用課税売上返還外税10％ 1売返外10

課税売返別一 課税売上返還簡易返還一種 簡返一 別 一種 不明税区分 不明

課税売返込一 課税売上返還簡易返還一種 簡返一 込 一種 事業区分１用課税売上返還内税10％ 1売返内10

課税売返内二 課税売上返還簡易返還二種 簡返二 内 二種 事業区分２用課税売上返還内税10％ 2売返内10

課税売返外二 課税売上返還簡易返還二種 簡返二 外 二種 事業区分２用課税売上返還外税10％ 2売返外10

課税売返別二 課税売上返還簡易返還二種 簡返二 別 二種 不明税区分 不明

課税売返込二 課税売上返還簡易返還二種 簡返二 込 二種 事業区分２用課税売上返還内税10％ 2売返内10

課税売返内三 課税売上返還簡易返還三種 簡返三 内 三種 事業区分３用課税売上返還内税10％ 3売返内10

課税売返外三 課税売上返還簡易返還三種 簡返三 外 三種 事業区分３用課税売上返還外税10％ 3売返外10
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４－２．仕訳データ取込 弥生会計形式の 10%、軽減8%税区分の対応⑯
今回対象の弥生会計税区分一覧（簡易課税）です。

弥生会計情報 発展会計2情報

記述形式
（連携キー） 正式名称 略称 税

区分 簡易 正式名称 略称

課税売返別三10% 課税売上返還簡易返還三種10% 簡返三10% 別 三種 不明税区分 不明

課税売返込三10% 課税売上返還簡易返還三種10% 簡返三10% 込 三種 事業区分３用課税売上返還内税10％ 3売返内10

課税売返内四10% 課税売上返還簡易返還四種10% 簡返四10% 内 四種 事業区分４用課税売上返還内税10％ 4売返内10

課税売返外四10% 課税売上返還簡易返還四種10% 簡返四10% 外 四種 事業区分４用課税売上返還外税10％ 4売返外10

課税売返別四10% 課税売上返還簡易返還四種10% 簡返四10% 別 四種 不明税区分 不明

課税売返込四10% 課税売上返還簡易返還四種10% 簡返四10% 込 四種 事業区分４用課税売上返還内税10％ 4売返内10

課税売返内五10% 課税売上返還簡易返還五種10% 簡返五10% 内 五種 事業区分５用課税売上返還内税10％ 5売返内10

課税売返外五10% 課税売上返還簡易返還五種10% 簡返五10% 外 五種 事業区分５用課税売上返還外税10％ 5売返外10

課税売返別五10% 課税売上返還簡易返還五種10% 簡返五10% 別 五種 不明税区分 不明

課税売返込五10% 課税売上返還簡易返還五種10% 簡返五10% 込 五種 事業区分５用課税売上返還内税10％ 5売返内10

課税売返内六10% 課税売上返還簡易返還六種10% 簡返六10% 内 六種 事業区分６用課税売上返還内税10％ 6売返内10

課税売返外六10% 課税売上返還簡易返還六種10% 簡返六10% 外 六種 事業区分６用課税売上返還外税10％ 6売返外10

課税売返別六10% 課税売上返還簡易返還六種10% 簡返六10% 別 六種 不明税区分 不明

課税売返込六10% 課税売上返還簡易返還六種10% 簡返六10% 込 六種 事業区分６用課税売上返還内税10％ 6売返内10

課税売返内一軽減8% 課税売上返還簡易返還一種8%（軽） 簡返一8%（軽） 内 一種 軽減事業１用課税売上返還内税8％ 軽1売返内8

課税売返外一軽減8% 課税売上返還簡易返還一種8%（軽） 簡返一8%（軽） 外 一種 軽減事業１用課税売上返還外税8％ 軽1売返外8

課税売返別一軽減8% 課税売上返還簡易返還一種8%（軽） 簡返一8%（軽） 別 一種 不明税区分 不明

課税売返込一軽減8% 課税売上返還簡易返還一種8%（軽） 簡返一8%（軽） 込 一種 軽減事業１用課税売上返還内税8％ 軽1売返内8
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４－２．仕訳データ取込 弥生会計形式の 10%、軽減8%税区分の対応⑰
今回対象の弥生会計税区分一覧（簡易課税）です。

弥生会計情報 発展会計2情報

記述形式
（連携キー） 正式名称 略称 税

区分 簡易 正式名称 略称

課税売返内二軽減8% 課税売上返還簡易返還二種8%（軽） 簡返二8%（軽） 内 二種 軽減事業２用課税売上返還内税8％ 軽2売返内8

課税売返外二軽減8% 課税売上返還簡易返還二種8%（軽） 簡返二8%（軽） 外 二種 軽減事業２用課税売上返還外税8％ 軽2売返外8

課税売返別二軽減8% 課税売上返還簡易返還二種8%（軽） 簡返二8%（軽） 別 二種 不明税区分 不明

課税売返込二軽減8% 課税売上返還簡易返還二種8%（軽） 簡返二8%（軽） 込 二種 軽減事業２用課税売上返還内税8％ 軽2売返内8

課税売返内三軽減8% 課税売上返還簡易返還三種8%（軽） 簡返三8%（軽） 内 三種 軽減事業３用課税売上返還内税8％ 軽3売返内8

課税売返外三軽減8% 課税売上返還簡易返還三種8%（軽） 簡返三8%（軽） 外 三種 軽減事業３用課税売上返還外税8％ 軽3売返外8

課税売返別三軽減8% 課税売上返還簡易返還三種8%（軽） 簡返三8%（軽） 別 三種 不明税区分 不明

課税売返込三軽減8% 課税売上返還簡易返還三種8%（軽） 簡返三8%（軽） 込 三種 軽減事業３用課税売上返還内税8％ 軽3売返内8

課税売返内四軽減8% 課税売上返還簡易返還四種8%（軽） 簡返四8%（軽） 内 四種 軽減事業４用課税売上返還内税8％ 軽4売返内8

課税売返外四軽減8% 課税売上返還簡易返還四種8%（軽） 簡返四8%（軽） 外 四種 軽減事業４用課税売上返還外税8％ 軽4売返外8

課税売返別四軽減8% 課税売上返還簡易返還四種8%（軽） 簡返四8%（軽） 別 四種 不明税区分 不明

課税売返込四軽減8% 課税売上返還簡易返還四種8%（軽） 簡返四8%（軽） 込 四種 軽減事業４用課税売上返還内税8％ 軽4売返内8

課税売返内五軽減8% 課税売上返還簡易返還五種8%（軽） 簡返五8%（軽） 内 五種 軽減事業５用課税売上返還内税8％ 軽5売返内8

課税売返外五軽減8% 課税売上返還簡易返還五種8%（軽） 簡返五8%（軽） 外 五種 軽減事業５用課税売上返還外税8％ 軽5売返外8

課税売返別五軽減8% 課税売上返還簡易返還五種8%（軽） 簡返五8%（軽） 別 五種 不明税区分 不明

課税売返込五軽減8% 課税売上返還簡易返還五種8%（軽） 簡返五8%（軽） 込 五種 軽減事業５用課税売上返還内税8％ 軽5売返内8

課税売返内六軽減8% 課税売上返還簡易返還六種8%（軽） 簡返六8%（軽） 内 六種 軽減事業６用課税売上返還内税8％ 軽6売返内8

課税売返外六軽減8% 課税売上返還簡易返還六種8%（軽） 簡返六8%（軽） 外 六種 軽減事業６用課税売上返還外税8％ 軽6売返外8
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４－２．仕訳データ取込 弥生会計形式の 10%、軽減8%税区分の対応⑱
今回対象の弥生会計税区分一覧（簡易課税）です。

発展会計に 10%、及び軽減8%の別記消費税は
ありませんので、「不明」として取り込みます。

弥生会計の税区分は、下記URLにて公開されています。
https://support.yayoi-
kk.co.jp/faq_Subcontents.html?page_id=18111

弥生会計情報 発展会計2情報

記述形式
（連携キー） 正式名称 略称 税

区分 簡易 正式名称 略称

課税売返別六軽減8% 課税売上返還簡易返還六種8%（軽） 簡返六8%（軽） 別 六種 不明税区分 不明

課税売返込六軽減8% 課税売上返還簡易返還六種8%（軽） 簡返六8%（軽） 込 六種 軽減事業６用課税売上返還内税8％ 軽6売返内8


