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お薦めしますお薦めします

毎日の支払や入金の管理が面倒な方
 残高の推移が予測しにくくて不安な方
  とにかく安くて便利で簡単なものがほしい方

入金･支払の予定管理が手軽に可能

わかりやすい資金繰りカレンダー

簡単操作で即導入・即運用

毎日の入金や支払の予定管理を､ToDoリストのような手軽さで実現｡
未済の予定があれば自動的にメッセージを表示して処理を促します｡
｢資金繰りらくだ３｣なら､毎日の入出金処理に､即効果を発揮します｡

入金･支払の予定は｢資金繰りカレンダー｣画面で一覧表示｡
わかりやすいカレンダー形式で､毎日の予定が一目で確認できるので､
予定を見逃す心配はありません｡

簡単･便利･安心の｢らくだシリーズ｣なら､今すぐ運用可能。
面倒な初期設定作業が不要だから､どんな業種にも柔軟に対応。
誰にも使いこなせるやさしい機能で､あなたの会社を強力にサポート。

入金･支払の予定管理で円滑な資金繰りを実現する資金繰りソフト!!簡単･便利･安心であなたの会社の業務が変わる!!

使 い こ な す 歓 び

資金繰りシミュレーションを実現
綿密な資金繰りの計画を立てるのは､手間がかかりとても大変なものです｡

しかし｢資金繰りらくだ３｣なら､ToDoリストのような手軽さを実現｡
入金･支払予定を入力するだけで､残高の推移をシミュレートできるので､
将来の資金の動きを予測した確実なキャッシュフローを実現できます!!

電話
ＦＡＸ
Ｅメール

100%挫折撲滅保証
挫折買取 サービスで 究極の 安心を お約束

無期限
無料

サポート

資金繰りらくだ３普及版
小規模事業所・個人事業主に最適
だれでもらくらく使える
かしこい業務ソフト

予算管理や収支推移グラフに対応
手軽な操作で本格処理
超簡単で即運用

販売店

資金繰りらくだプロ３

パッケージ内容：ＣＤ－ＲＯＭ，操作マニュアル，専用帳票（計２０枚）
＊製品の内容および仕様は、改良のため予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
＊記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

発売・開発元

〒１６０－０００４東京都新宿区四谷４－１１日新ビル
ＴＥＬ．０３－３３５２－６１０３ＦＡＸ．０３－３３５２－６１０８
 http://www.bsl-jp.com

CTL20040917-CFRAK3 2004年9月版

ご購入前のお客様：03-3352-6103 ＢＳＬウェブサイト：http://www.bsl-jp.com
◆製品に関するお問い合わせ先 受付時間　９：００～１２：００ 　１３：００～１７：００（土・日・祝祭日および弊社休業日を除く）

各製品間でのデータ連動はしていません。

導入実績１８万社の実力

業界内で最大級のサービスをご提供！

手軽敏速Ｅメール
誰よりも早く問い合わせたい方は、
メールで回答が返ってくるＥメール
サポートがお勧めです。

挫折買取サービス
サポートを受けた上でも操作面で
挫折された方には製品の買取を
保証致します。（店頭では受付不可）
　（機能面の不満足は対象外です）

簡単・確実・安心サプライ
ＢＳＬ専用帳票と各種サプライ用品を
ご用意。購入はＦＡＸ・インターネットで､
手軽にお申し込みいただけます。

法改正安心対応
法改正によってプログラムに変更が
生じた場合でも、安心対応いたします。

年間保守サービス対応
年間保守にご加入いただければ、期間
内のバージョンアップは全て無償対応、
法改正の際にも安心です。

導入速度Ｎｏ.1
必要な機能だけに絞っているので、
インストールから運用までがとっても
簡単でスピーディーです。

無期限・無料対応
操作上で分からない事があれば、
専門スタッフが、無期限･無料で
電話対応いたします。

２４時間ＦＡＸ受付
早朝や深夜などの時間でも、ＦＡＸ
なら２４時間受付だから、安心して
お問い合わせいただけます。

簡単！!
便利！!
安心！!

■主な機能

■入金･支払管理
入金予定編集
支払予定編集
入出金予定編集
入出金実績編集
口座別編集
取引先別編集
科目別編集
年度別編集
月度別編集
繰越残高固定計算
繰越残高自動計算
残高起算日変更
残高推移シミュレーション
■入力･編集機能
カレンダー入力
日付簡易入力
口座随時登録
取引先コード入力
取引先随時登録
科目コード入力
科目随時登録
金額数式入力(自動計算)
金額電卓入力
残高自動計算
累計自動計算
付箋(３色)
付箋メモ
一括入力
繰返入力(自動繰返対応)
振替入力(口座間連動)

メニューバー
選択リスト
行入換え
行挿入
行複製
行削除
置換
未済予定警告
資金ショート警告
明細件数確認
■印刷機能
入金予定印刷
支払予定印刷
入出金予定印刷
入出金実績印刷
出納帳印刷
普通紙印刷(A4)
専用帳票印刷
カラー印刷
自動文字縮小
ページ番号印刷
印刷位置自動調整
印刷位置手動調整
■予算管理機能機
科目別予算設定
科目別予算管理簿
科目別予算推移表
■資金繰りカレンダー
予定表示
実績表示

入金合計表示
入金件数表示
支払合計表示
支払件数表示
資金ショート警告
選択日明細表示･編集
カレンダー印刷
カレンダー詳細印刷
■集計機能
入金支払予定表
残高確認表
日繰り表
月次資金繰り表
期間資金繰り表
年間資金繰り表
取引先別年間集計表
年間収支推移グラフ
■データ管理機能
手動バックアップ
自動バックアップ
復元
新規データファイル作成
データファイル切替
エクスポート（Excel,CSV,TAB）
旧バージョンデータ移行
■ユーザーサービス機能
ユーザー登録(ＦＡＸ,オンライン)
サポート問合せ(ＦＡＸ,オンライン)
サプライ注文(ＦＡＸ,オンライン)
オンラインＱ&Ａ情報

※青表示の文字はプロ版のみの機能です。

充実のラインナップ らくだシリーズ

シリーズ

シリーズ

シリーズ

シリーズ

シリーズ

シリーズ
標準価格１２,８００円
税込１３,４４０円

標準価格１９,８００円
税込２０,７９０円

■動作環境（運用に必要なシステム要件）
●ＯＳ:Ｗｉｎｄｏｗｓ９８/９８ＳＥ/Ｍｅ/２０００/ＸＰ
　 ※各OSとも西暦2000年問題対応必須
　 ※Windows2000/XP上にセットアップする際には管理者権限が必要
　　　 です。また使用する際にはユーザー権限が必要です。
　 ※WindowsXPでのユーザーの簡易切替には非対応です。
　 ※Microsoft Windows 95/NT4.0には非対応です。
　 ※NEC PC-9800,9821シリーズには非対応です。
●コンピュータ本体:上記ＯＳが稼動するコンピュータ
　 Ｐｅｎｔｉｕｍ２６６ＭＨｚ相当以上のＣＰＵ
　 (推奨500MHz以上)(マウス等のポインティングデバイス必須)
●メモリ:６４ＭＢ以上、推奨１２８ＭＢ以上
　 (他のアプリケーションを同時に実行している場合、更に多くの
    メモリが必要となります)
●ハードディスク:セットアップのために２００ＭＢ以上の空き容量、
    セットアップ後実行のために作業領域として１００ＭＢ以上の空き容量
    (セットアップ先はシステムドライブ（Ｃドライブ）固定で変更不可）
●ディスクドライブ:ＣＤ-ＲＯＭドライブ必須
●ディスプレイ:ＳＶＧＡ(８００×６００)、２５６色以上必須
　 (ＸＧＡ(１０２４×７６８)以上、ＨｉｇｈＣｏｌｏｒ(６５５３５色)以上を推奨)
●プリンタ:上記ＯＳに対応したプリンタ
　 (お使いのプリンタ機種により使用可能な用紙が異なります)

■主な仕様

■対応用紙

●事業所数　　 :普及版 1事業所
               プロ版 無制限 (データファイル数無制限)
●口座数　　　 :９９口座
●口座名称　　 :全角３０文字(全角１５文字以内推奨)
●明細行数　　 :無制限(月平均１００～１０００行程度を推奨)
●取引先数　　 :無制限(１０００件以内推奨)
●取引先コード :９桁の半角英数字
●取引先名称　 :全角３０文字(全角１５文字以内推奨)
●科目登録数　 :無制限(１０００件以内推奨)
●科目コード　 :９桁の半角英数字
●科目名称　　 :全角２０文字(全角１０文字以内推奨)
●科目区分登録数:無制限(３０区分以内推奨)
●科目区分名称 :全角２０文字(全角１０文字以内推奨)
●摘要文字数　 :全角５０文字(全角２０文字以内推奨)
●金額　　　　 :最大１０桁の整数(１明細１０億円未満を推奨)
●データ量　　 ：データファイル１つにつき、ファイル
                サイズは１ＧＢ以内
●ＬＡＮ       ：非対応 (データファイルをＬＡＮ上の共有フォルダ
                    に配置することは可能、ただし複数の端末から
                    同一データファイルを同時に参照することは不可)

　※青表示の文字はプロ版のみの機能です。(普及版との比較)
　※改良のため上記仕様は変更することがあります。
  ※本製品はデータの安全性の確保のため、他の「らくだ」シリーズ
　  とのデータ連動はしておりません。

●入出金予定・実績明細帳（Ａ４普通紙、ＢＳ-３００４）
　 入金予定・支払予定・入出金予定・入出金実績
●入出金実績（出納帳形式）
　 Ａ４普通紙・Ｂ５普通紙/ＨＩＳＡＧＯ ＧＢ９３１
 　ＢＳＬＢＳ-３００１・ＢＳ-３００２・ＢＳ-３００４
●予算管理（Ａ４普通紙）
　 科目予算設定表・予算管理簿・予算推移表
●各種集計表（Ａ４普通紙）
　 カレンダー画面・カレンダー詳細・入金支払予定表・
　 残高確認表・日繰り表・月次資金繰り表・
　 期間資金繰り表・年間資金繰り表・
　 取引先別年間集計表・年間収支推移グラフ
●各種台帳（Ａ４普通紙）
　 口座台帳・取引先台帳・科目台帳・科目区分台帳
　※青表示の文字はプロ版のみの機能です。(普及版との比較)
　※お使いのプリンタ機種により使用可能な用紙は異なります。
　※対応用紙は変更することがあります。

普及版
プロ版
普及版
プロ版



操作が簡単なだけではない・・・
入金と支払の予定管理で､資金の動きを確実に把握できる｡

資金繰りの綿密な計画を立てようと思っても､

いざ管理しようとすると､非常に手間がかかり大変なものです｡

しかし今の企業経営にとってキャッシュフローは会社の生死に関わる最重要課題です｡

経営者自らの手で緻密な計画を立てることが､攻めの経営のポイントです｡

｢資金繰りらくだ３｣なら､｢いつ･どこに･いくら｣を手軽な操作で確実管理｡

将来の資金の動きを予測した確実なキャッシュフローを実現します｡

資金繰りは会社の命!!
強い会社をつくる｢資金繰りらくだ３｣シリーズ。

操作性

サポート

汎用性高機能

入金･支払のToDoリスト管理
帳簿スタイルの画面に入金･支払の
予定を入力するだけの簡単操作｡
｢いつ･どこへ･いくら｣を入力して､

ToDoリストのように予定管理が可能です｡
予定が実施されたら済マークを付けるだけ!!

残高推移シミュレーション金額
入力した入金･支払の予定や実績を基に､
将来の残高の推移をシミュレートします｡

会社全体の推移や口座ごとの推移を分析して､
確実な資金繰りを実現します!!

残高推移シミュレーション設定
口座ごとに残高の将来の動きを調べたり､

今後の予定の累積額を調べたり､
当月内での入出金額の累計を調べたり･･･
知りたい情報をクリックするだけで､
様々なシミュレーションが可能です!!

将来の残高の推移を
シミュレート

日付をクリックすると
その日の入金･支払を

すばやく表示!!

科目ごとに
予算設定が可能

指定した起算日から
残高計算が可能

予算推移表で
進捗を確認

済マークを付けるだけで完了!!
実績データとして管理されます｡

入金･支払の予定入力だけで､
予定一覧･資金繰り表･カレンダーなど
各種の形式で集計可能｡
資金繰り計画を強力にバックアップ!! ※カラープリンタ使用時はカラー印刷対応。

入出金実績(出納帳形式)

入出金予定

月次資金繰り表

年間資金繰り表

収支推移グラフ(プロ版のみ)

残高確認表

取引先別年間集計表
(プロ版のみ)

入金支払予定表

｢資金繰りは難しくて大変なのでは･･･？｣そんな
不安も｢資金繰りらくだ３｣なら無用です｡　　
簡単･便利･安心の｢らくだシリーズ｣ならではの
わかりやすい操作性で､誰でもすぐに使いこなす
ことができます｡導入開始時に必要な作業も専用
のウィザード画面を用意し､最小限の操作だけ
でＯＫ｡また仕訳科目は｢随時マスタ登録｣方式に
対応しているので､面倒な事前登録は不要です｡
あなたも今日からすぐに､本格的な資金繰り
管理を手軽にはじめられます｡　　　　　　　

導入は手軽で簡単
すぐに使いはじめられる簡単操作！！

普及版 プロ版

｢資金繰りらくだ３｣は手軽に使えるToDoリスト
形式を採用｡なじみやすい帳簿スタイルの画面で､
｢いつ･どこへ･いくら｣を入力するだけの簡単操作｡
だからToDoリストのような手軽さと分かりやす
さで､毎日の入金･支払予定を管理できます｡　　
また未済の予定があるときには､自動的に確認
メッセージを表示｡支払い忘れを確実に防止
できます｡さらに予定が実施されたら､画面上に
｢済｣マークをつけるだけで､実績データとして
分類管理が可能です｡　　　　　　　　　　　

入金･支払のＴｏＤｏリスト管理
帳簿スタイルの入力画面でわかりやすい！！

普及版 プロ版

将来の残高推移のシミュレーション機能を搭載｡
月ごとの残高の推移を詳細に予測して､的確な
資金繰り計画を立てることが可能になります｡
資金がショートしないか等は､いつでも確認できる
ので､資金繰りの危機を回避できます｡　　　　
また実残高との誤差が生じても､毎月補正でき
るので､いつでも正確に資金の流れを把握でき
ます｡口座ごとの残高推移や会社全体の資金の
推移､今後の予定の累積金額など､資金繰り管理
に役立つ様々なシミュレーションが行なえます｡　

残高推移シミュレーション
将来の残高の動きが一目でわかる！！

普及版 プロ版

入金や支払の予定は､｢資金繰りカレンダー｣で
いつでも確認可能。見やすいカレンダー形式
だから､予定を見逃す心配はありません｡　　　
カレンダー画面をマウスでクリックすれば､
その場で詳細を確認できます｡もちろん予定の
変更や新規予定の入力も可能です｡　　　　　
またカレンダーの印刷にも対応しています｡　

資金繰りカレンダー
カレンダーで毎日の予定をすばやく確認！！

普及版 プロ版

プロ版ではさらに､科目ごとの年度予算を設定
可能｡予算に基づいた計画を立てることで､円滑な
資金運用を実現できます｡予算管理表や予算
推移表などの集計機能を搭載し､予算対実績を
いつでも確認できます｡また予算設定も､参照機能
により過去の予算･実績データに基づく精度の
高い計画を立てることが可能です｡　　　　　

予算管理
予算に基づく計画的な資金繰りを実現！！

プロ版

月次･年次の資金繰り表や､日々の動きが分かる
日繰り表､収支推移グラフ､取引先別の入金･支払
の集計など､高度な集計機能を搭載し､資金の
動きを正確に把握することが可能です｡また毎日の
処理を一覧にした入金支払予定表や､実績データ
を出納帳形式で印刷したり､日々の業務を支援する
様々な印刷機能も搭載しています｡　　　　　

多彩な集計機能
資金繰りに役立つ情報を自動集計！！

普及版 プロ版

資金繰り管理に慣れるほど月の初日を任意に設定
したくなるものです｡｢資金繰りらくだプロ３｣なら､
運用形態に合わせて月初めの日にちを残高起算日
として任意に指定できるので､より緻密な残高推移
の予測を立てることができます｡　　　　　　

残高の起算日付設定
自社の運用形態に合わせられる柔軟な機能！！

プロ版

複数の事業を営んでおられる方も､｢資金繰りら
くだプロ３｣なら､データファイルの切替により
複数事業所の管理に対応します｡事業所ごとに
作成したデータは､
専用の分かりやす
い画面で､いつでも
簡単に切り替える
ことが可能です｡

複数事業所に対応
高度なデータ管理機能を搭載！！

プロ版


