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■青色申告らくだ2006普及版の主な仕様

●運用対象　　　：個人事業主専用
●記帳方式　　　：簡易簿記 (単式簿記)
●事業所数　　　：無制限 (データファイル数無制限)
●帳簿種類　　　：出納帳･売掛帳･買掛帳･経費帳･補助帳･固定資産台帳
●帳簿数　　　　：出納帳100冊･売掛帳200冊･買掛帳200冊
●明細行数　　　：無制限 (月平均100～1000明細程度を推奨)
●科目数　　　　：63科目 (うち26項目は名称の変更可能)
●補助科目数　　：無制限 (1科目につき100件以内を推奨)
●摘要登録数　　：無制限 (1科目につき10件以内を推奨)
●摘要文字数　　：最大全角50文字 (全角20文字以内を推奨)
●金額　　　　　：最大10桁の整数 (1明細10億円未満を推奨)
●消費税区分　　：課税･非課税･免税･対象外
●消費税端数処理：切捨て･切上げ･四捨五入
●消費税入力方式：税込入力
●消費税集計方式：税込集計/税抜集計
●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)

  ※本製品は簡易簿記方式による青色申告ソフトです。複式簿記ではありま
　　 せんので貸借対照表等を作成する機能はありません。

消費税課税事業者に対応した
簡易(単式)簿記方式採用の
青色申告ソフト

青色申告らくだ2006普及版

(2005年11月18日発売)

■かるがるできる青色申告2006 の主な仕様

●運用対象　：個人事業主専用
●記帳方式　：簡易簿記 (単式簿記)
●事業所数　：1事業所
●帳簿種類　：出納帳･売掛帳･買掛帳･経費帳･補助帳･固定資産台帳
●帳簿数　　：出納帳100冊･売掛帳200冊･買掛帳200冊
●明細行数　：無制限 (月平均100～1000明細程度を推奨)
●科目数　　：63科目 (うち26項目は名称の変更可能)

●摘要登録数：無制限 (1科目につき10件以内を推奨)
●摘要文字数：最大全角50文字 (全角20文字以内を推奨)
●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)

  ※本製品は簡易簿記方式による青色申告ソフトです。複式簿記ではありま
　　 せんので貸借対照表等を作成する機能はありません。

かるがるできる青色申告2006
消費税免税事業者に対応した
業界初の簡易(単式)簿記方式
を採用した青色申告ソフト

(2005年11月18日発売)

■青色申告らくだプロ2006 の主な仕様

●運用対象     ：個人事業主専用
●記帳方式     ：複式簿記
●事業所数     ：無制限 (データファイル数無制限)
●帳簿種類     ：現金出納帳･預金出納帳･売掛帳･買掛帳･
　　　　　　　　 経費帳･総勘定元帳･仕訳帳
●伝票種類     ：入金伝票･出金伝票･振替伝票
●明細行数　　 ：無制限（月平均100～1000明細程度を推奨）
●勘定･補助科目数：無制限
●勘定･補助科目名称：最大全角12文字
●仕訳金額　　 ：最大＋11桁･－10桁の整数
●集計金額　　 ：最大12桁
●摘要文字数　 ：最大全角50文字
●消費税経理方式：税込経理/税抜経理
●消費税端数処理：切捨て･切上げ･四捨五入
●消費税入力方式：税込入力
●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)

　 ※製造原価の管理には対応しておりません。

複式簿記による最大６５万円の
青色申告特別控除に対応した
上位版青色申告ソフト

青色申告らくだプロ2006

(2005年12月9日発売)

*製品の内容及び仕様は、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。

導入実績２０万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

挫折買取サービス

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。

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

法改正安心対応

美しく見やすいＢＳＬ専用用紙への印刷に
対応。専用用紙やサプライは、ＦＡＸやインター
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

スピーディー導入

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。

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

２４時間ＦＡＸ受付

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
電話サポートいたします。

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

※サポートセンターではソフトの操作方法に関するお問い合わせのみを受け付けております。会計処理に関するご質問は、ご依頼の税理士または最寄りの税務署へお問い合わせください。

簡単！!
便利！!
安心！!

■対応用紙

●出納帳･売掛帳･買掛帳･経費帳･総勘定元帳･仕訳帳
　 　　　　　 :Ａ４普通紙･Ｂ５普通紙
　       ＢＳＬ:ＢＳ-３００１･ＢＳ-３００２･ＢＳ-３００４
     ＨＩＳＡＧＯ :ＧＢ９３１(ＢＳ-３００１・ＧＢ９３１は出納帳の印刷のみ対応)
●入金伝票･出金伝票･振替伝票
　 　　　　　 :Ａ４普通紙
　       ＢＳＬ:Ａ４ＨＦ２－０・Ａ４ＨＦ２－４
●固定資産台帳:Ａ４普通紙
●所得税青色申告決算書（確定申告書の印刷には非対応）
　             :Ａ４普通紙
     ＨＩＳＡＧＯ:ＯＰ１１２７Ｃ(ＯＣＲ)
●各種集計表  :Ａ４普通紙･Ａ３普通紙
●各種台帳    :Ａ４普通紙

　※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。

　※赤表示の文字は｢青色申告らくだプロ｣のみの機能です。

■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)､プロ版はＸＧＡ(１０２４×７６８)必須
　 ２５６色以上必須(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は異なります)

｢らくだ｣シリーズ、｢かるがるできる｣シリーズの各製品間でのデータ連動はしていません。

使いこなせる本格業務ソフト 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

簡単､便利､だから安心の業務ソフト かるがるできるシリーズ

平成１７年度版
個人事業主専用

2006

ＢＳＬの青色申告ソフトなら､自分に最適の機能が選べます!!

http://www.bsl-jp.com

簡易簿記と複式簿記､自分に合った記帳方式が選べる安心のラインナップで､かるがる･らくらく青色申告!!

使 い こ な す 歓 び

複式簿記で
６５万円控除を目指す本格派!!

普及版
プロ版青色申

告
青色申

告

選べる

挫折しない

簡易簿記なら
誰でもらくらく１０万円控除!!

選べる

挫折しない

選べる

挫折しない

標準価格１０,８００円
税込１１,３４０円

標準価格１３,８００円
税込１４,４９０円

標準価格７,８００円
税込８,１９０円

共通事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※期首･期末は個人事業主専用のため､１月～12月固定です。会計期間を変更することはできません。また､法人の処理には対応しておりません。※本製品では所得税青色申告決算書(一般用)を作成できます。農業･不動産には対応しておりません｡
また､その他の申告書類(確定申告･消費税申告書等)の作成機能はありません。※本製品は平成17年10月時点の法律に基づいています。また､改良のため上記仕様は予告無く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､｢かるがるできる｣シリーズとのデータ連動はしておりません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



青色申告をしている個人事業主のうち約70％は､
簡易簿記で申告を行っています。簡易簿記なら
出納帳･売掛帳･買掛帳･経費帳･固定資産台帳の
5種類の｢標準簡易帳簿｣に記帳するだけで､最大
10万円の青色申告特別控除を受けることが
可能です｡しかも､簿記の専門的な知識がなくても
家計簿をつける感覚で記帳をするだけなので､
だれでも簡単に行えます。　　　　　　　　　
これまで白色申告で済ませていた方も､簡易
簿記の青色申告なら､青色申告特別控除に加えて
青色事業専従者給与や各種引当金の経費算入､
純損失の繰越控除･繰戻還付など､青色申告の数々
の特典が受けられます。また難解な複式簿記に
挫折した方でも簡易簿記の｢青色申告らくだ｣なら､
簡単･手軽に申告のための処理が可能になります｡

簡易簿記方式を採用
専門知識がなくても心配無用!! ならではの便利な機能を満載し､毎日の記帳を

楽しく快適に行うことができます。　　　　　
さらに､出納帳に入力した情報は自動的に経費帳
にも反映されるので､同じ明細を複数の帳簿に
転記する手間がありません。また､振替入力･売掛
回収･買掛支払といった専用の入力画面を用意し､
預金の引き出しや口座への預け入れ､売掛金の
回収や買掛金の支払いといった振替処理も簡単
です。もちろん関連する帳簿は自動的に連動して
残高の計算を行うので､安心です。　　　　　

青色申告決算書の作成も､手軽で簡単です。帳簿
に取引の内容を入力していくだけで､記帳した
明細を科目別に自動集計し､決算書に転記します｡
｢損益計算書｣や｢月別売上仕入｣などの面倒な記
入も､自動集計にすべてお任せ! あとは実際の
青色申告決算書と同じイメージの画面に必要な
情報を入力するだけで､決算書の完成です。　

青色申告決算書の自動集計
決算書の集計もらくらくスピーディー!!

正規の簿記である複式簿記を採用することに
よって､最大65万円の青色申告特別控除を受ける
ことが可能な､本格的な会計処理が行えます。
正確な記帳により適切な会計処理を実現できる
だけでなく､税制面でも有利な記帳方法です。
出納帳やその他の元帳からの入力はもちろん､
入金/出金伝票や振替伝票など各種の入力形式を
ご用意。手書きの帳簿や伝票と同じ画面なので､
これまで手書きで記帳していた方も､スムーズに
パソコンによる記帳に移行できます。パソコン
による入力だから､転記漏れや計算ミスもあり
ません。　　　　　　　　　　　　　　　　　
正確な記帳が求められる､複式簿記による申告も
｢青色申告らくだプロ｣なら簡単･確実に行う
ことができます。　　　　　　　　　　　　　

複式簿記方式を採用
本格的な会計処理を実現!!

パソコンならではの便利な機能を満載し､毎日
の仕訳入力を楽しく快適に行えます。　　　　
明細行の入換･挿入がボタン一つで行えるので､
仕訳の追加や並べ替えも自由自在。また､カレ
ンダー･電卓･期間選択バー･検索キーなど様々な
入力支援機能を搭載し､高速かつ快適で間違いの
ない入力環境を提供いたします。　　　　　　
各種の便利な機能は操作画面内に分かりやすく
表示されており､多彩な機能を迷うことなく操作
できます。帳簿の入力手順や操作手順もすべての
画面で統一されているので､どの入力形式から
でも同じ操作で記帳作業が行えます。　　　　

便利な機能が満載
膨大な仕訳入力も高速､確実!!

豊富な集計機能を搭載し､会計処理で最も重要な
貸借対照表･損益計算書を､試算表や推移表形式で
いつでも集計できるので､事業の収益や資産状況
の変化をリアルタイムに把握できます。　　　
また､仕訳科目ごとに設定した各補助科目別の
金額や残高も集計できるので､得意先ごとの売掛金
の回収状況や水道光熱費などの経費の内訳も､
一目で分かります。さらに税区分ごとの金額を一覧
集計し､消費税申告の資料として活用できます。
集計の操作も､ボタン一つで各種の集計条件を
設定可能。集計対象となる勘定科目や税区分は
任意に選択でき､さらに税込集計･税抜集計､残高
表示･累計表示､集計期間の任意指定など､自在に
集計条件を指定できます。　　　　　　　　　
多彩で豊富な集計機能を活用すれば､事業の会計
状況に基づいた緻密な経営が実現できます。　

豊富な集計機能
経営に役立つ情報を即座に自動集計!!

毎日こまめに記帳する
方も､月末や年度末に
まとめて記帳する方も､
｢青色申告らくだ｣に
すべてお任せ!!　　
手書きの帳簿と同じ

形式の画面に､日付･科目･摘要･金額を入力する
だけの簡単操作。また､明細行の自動並べ替え
や行挿入･行入換､残高の自動計算などパソコン

快適な入力作業
毎日の記帳を楽しく簡単に!!

月次総括集計表はもちろん､年次総括集計表や
月別入出金集計表､年間収支推移グラフ､補助
科目集計表､消費税集計表※などの高度で多彩な
集計機能を搭載しています。集計条件も詳細な
設定が可能で､必要とする情報をいつでもすば
やく引き出すことができます。　　　　　　　
※消費税集計表は､｢青色申告らくだ｣のみの機能です。　　　

多彩な集計機能
詳細な条件設定で高度な集計が可能!!

取引の仕訳を入力したら､決算整理仕訳や棚卸仕訳､
家事按分仕訳等を入力して準備完了!!　　　　
損益計算書･貸借対照表､固定資産台帳の内容など､
すべて自動的に集計して決算書に反映されます。
あとは実際の青色申告決算書と同じイメージの
画面に必要な情報を入力して､印刷ボタンを押す
だけ。専用用紙への印刷も､自動位置合わせ機能の
搭載で､ピタリと印刷できます｡　　　　　　　　　

青色申告決算書の自動作成
決算書の作成も手間いらず!!

はじめてパソコンで記帳を行う方も安心です｡
手書きと同じ形式の出納帳･仕訳帳･振替伝票など
の画面に､日付･勘定科目･金額といった必要な
情報を入力するだけ!!お好みの形式で入力できる
ので､実務に沿った運用が可能です。　　　　
もちろん､仕訳は関係する帳簿に自動転記される
ので､貸借バランスを損なうことなく入力漏れを
防止できます。　　　　　　　　　　　　　　
仕訳は､現金出納帳や預金出納帳､買掛帳･売掛
帳･元帳･仕訳帳など､どの形式から入力しても
すべて自動的に関連する帳簿と連動するので､
簡単･確実に記帳できます。　　　　　　　　

快適な入力環境
パソコン初心者でも安心!!

消費税 免税事業者の方には､さらに
簡単で､誰でもかるがると申告ができる
｢かるがるできる青色申告｣がお薦め
です。簡易簿記方式で､なおかつ免税
事業者のためだけに､機能を厳選した
シンプルで使いやすい1本です｡　 　
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簡易簿記 複式簿記

｢青色申告らくだ2006普及版｣及び
｢かるがるできる青色申告2006｣で
申告ができる方
個人事業主で事業所得の青色申告をされる方
本製品は、青色申告承認申請の手続きを行った個人事業主の
方の申告のためのソフトです。(青色申告を行うには事前の申請
など所定の手続きが必要です)また、個人事業主専用ですので
法人の処理を行うことはできません。
所得の種類は｢事業所得(一般)｣に対応しています。(｢不動産
所得｣､｢山林所得｣の申告､農業および製造原価の管理には
対応しておりません)

簡易簿記による１０万円の青色申告特別控除を
受けようとされる方
本製品は、簡易簿記(単式簿記)方式で記帳管理を行います
ので、｢青色申告特別控除｣は最大で１０万円となります。
帳簿は出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳の５つの
｢標準簡易帳簿｣に記帳を行います。(簡易簿記ですので｢貸借
対照表｣や｢総勘定元帳｣は作成できません)

消費税の処理について
青色申告らくだ2006普及版・・・消費税課税事業者の方
｢青色申告らくだ2006普及版｣は､消費税の基準期間における
課税売上高が1,000万円を超える､課税事業者の方にご利用い
ただけます｡消費税の集計機能を搭載し､申告に役立つ各種の
資料を作成できます｡(免税事業者の方にも対応しています)

かるがるできる青色申告2006・・・消費税免税事業者の方
｢かるがるできる青色申告2006｣は､消費税の基準期間における
課税売上高が1,000万円未満の､免税事業者の方に対応いたし
ます。(消費税の処理機能はありません)

※平成17年10月時点の法律に基づいています｡

｢青色申告らくだプロ2006｣で
申告ができる方
個人事業主で事業所得の青色申告をされる方
本製品は、青色申告承認申請の手続きを行った個人事業主の
方の申告のためのソフトです。(青色申告を行うには事前の申請
など所定の手続きが必要です)また、個人事業主専用ですので
法人の処理を行うことはできません。
所得の種類は｢事業所得(一般)｣に対応しています。(｢不動産
所得｣､｢山林所得｣の申告､農業および製造原価の管理には
対応しておりません)

複式簿記による６５万円の青色申告特別控除を
受けようとされる方
本製品では､複式簿記方式で記帳管理を行いますので､｢青色
申告特別控除｣は最大で６５万円まで可能です。入力方法は
出納帳・総勘定元帳・仕訳帳・振替伝票・入金/出金伝票などの
各種に対応しています。
本製品で青色申告を行うには､複式簿記による仕訳や記帳方法､
決算処理などについての基本的な知識が必要です。弊社では
簿記や会計処理に関するご質問は受け付けておりませんので､
会計処理については、ご依頼の税理士または最寄りの税務署
などへご相談下さい。

消費税の課税事業者の方
本製品は､消費税の課税事業者の方にご利用いただけます。
税込経理方式・税抜経理方式のどちらにも対応し､消費税の
申告に役立つ各種の集計資料を作成できます。
(免税事業者の方にも対応しています)

※平成17年10月時点の法律に基づいています｡

これならできる！これなら間に合う！
青色申告はこれがお薦め！

手書き感覚でかるがるできる、すぐできる！
免税事業者にはこれがお薦め！

本格的な会計処理を実現する複式簿記方式で
青色申告を強力にサポート!!

自分に合わせて選べる

かるがるできる青色申告2006
標準価格７,８００円（税込８,１９０円）

簿記の専門的な知識がない方でも大丈夫!!家計簿感覚の手軽な記帳で
らくらく青色申告できる､特別控除最大１０万円対応の青色申告ソフト!!

簿記の知識を駆使して本格的な経理処理を目指す!!そんな方に最適な
｢複式簿記｣方式を採用した､特別控除最大６５万円対応の青色申告ソフト!!




