ＢＳＬの業務ソフトは２０年の歴史と３０万社の実績｡ 簡単･便利･安心の青色申告ソフト!!

はじめてでも
かんたん
やさしい
◎ 複式簿記 方式で６５万円の控除を目指す！
◎｢所得税 青色申告 決算書｣の作成はバッチリ！
◎ 個人事業者の一般・不動産・兼業に対応！
◎ 白色申告の｢収支内訳書｣の作成にも対応！
◎｢所得税 確定申告書Ｂ｣をらくらく作成！
◎Ｂ/Ｓ･Ｐ/Ｌで経営の状況を的確に把握！
◎ 減価償却費や家事按分の処理もおまかせ！
複式簿記の本格派!!
最大６５万円の特別控除が
受けられる複式簿記 方式!!

平成２３年分申告版

Windows 7 / Vista / XP 対応

こんな方に オススメします!!

□ 簿記(仕訳入力)に慣れている方
□ ６５万円の青色申告 特別控除を目指す方
□Ｂ/Ｓ・Ｐ/Ｌを見て経営の状況を把握したい方

本製品の申告機能

個人事業者のための､下記の申告処理機能を搭載しています。

● 青色申告

｢所得税 青色申告決算書(一般用/不動産用)｣を作成できます。
最高で６５万円の｢青色申告特別控除｣が受けられます。

※農業所得用および現金主義用の決算書には対応していません。
※複式簿記による仕訳処理や決算処理など､簿記の基本的な知識が必要です。

●白色申告

白色申告のための｢収支内訳書(一般用/ 不動産用)｣を作成できます。

※農業所得用の内訳書には対応していません。

● 確定申告

｢ 所得税の確定申告書Ｂ｣の作成プログラムを弊社ウェブサイト
より無料ダウンロードして､ご利用いただけます。
※国税当局の確定申告書の様式決定後に､提供を開始いたします｡(２０１２年２月上旬 の 予定)作成
プログラムのダウンロードには､インターネット接続環境が必要です。ＣＤ‑ＲＯＭをご希望の場合には､
別途有償にてご提供いたします。

※電子申告(ｅ‑Ｔａｘ)には対応していません。法人の申告処理には対応しません。
※本製品の仕様は､平成２３年１１月時点の法律に基づいています。

無期限・無料サポート
業務ソフトに欠かせない「サポートサービス」

ＢＳＬなら電 話・ＦＡＸ・Ｅメールの 問い合わせが

円
※

※サポートサービスには､事前に製品のユーザー登録が必要です｡ 電話料金等の通信費用はお客様負担となります｡

Windows

使いこなせる業務ソフト

青色申告らくだ2012
標準価格 9,800 円(税込)

7

32 / 64bit
対 応

おかげさまで

6 年連続
給料･販売 在庫ソフト

2005 〜 2010年

メーカー別シェア

挫折時 は
返品OK
サポートを受けても操作に
挫折した場合は弊社判断に
より｢挫折買取サービス｣が
適用されます。
※詳細は弊社Ｗｅｂサイトを参照

30

シリーズ導入実績

万社

お客様のお声を第一に
サービス向上を目指します

安心保証

3つの信頼

無期限・無料サポート
挫折買取/災害支援

平成２３年分申告版

2012

1

やさしく高機能を実現！

複式簿記

65万円控除

青色申告

白色申告

不動産対応

貸借対照表

損益計算書

確定申告書Ｂ

■主な仕様

■動作環境 (運用に必要なシステム要件)

運用対象：個人事業者専用(一般･不動産)(兼業対応)
記帳方式：複式簿記
● 複数申告者：対応(データファイル数 無制限)
● 決算･申告：青色申告(一般用･不動産所得用)
白色申告(一般用･不動産所得用)
所得税確定申告書Ｂ(対応版プログラム必須)
● 帳簿：
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･固定資産台帳
● 伝票：
入金伝票･出金伝票･振替伝票
● 明細行数：無制限(月平均１
,０００明細以内を推奨)
● 勘定科目数：無制限
● 補助科目数：無制限
● 勘定･補助科目名称：
全角１２文字(全角７文字以内を推奨)
● 摘要文字数：全角５０文字(全角１
５文字以内を推奨)
● 仕訳金額：整数１
１桁
● 集計金額：整数１
１桁
● 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
● 使用可能文字：
シフトＪＩＳコード の文字
● データ量：データファイル１つにつきファイルサイズは１
ＧＢ以内
●データ移行：
｢青色申告らくだ２０１
１｣および旧バージョン
の｢青色申告らくだプロ｣のデータを移行可能
●
●

豊富な機能をスッキリと配置！ 本格的な複式簿記
方式でも、上級ソフトならではの使いごこちの良い
仕様を実現！
！

(｢かるがるできる青色申告｣,｢青色申告らくだ
普及版｣のデータは移行不可)
(ＥｘｃｅｌやＣＳＶ等の外部データの取込は不可)

データ出力：Ｅｘｃｅｌ,ＣＳＶ,ＴＳＶ
ネットワーク利用：ネットワーク共有による同時利用
(マルチクライアント)には非対応

●
●

※実際に印刷できる文字数･桁数･項目数は用紙の型番により
異なります。※パッケージ１つに付き最大２台のコンピュータ
でご利用いただけます。(ただし２台目はユーザー登録者が
占有するコンピュータに限ります。同一 データファイルの
同時利用はできません) ※データの安全性確保のため､他の
｢らくだ｣シリーズとのデータ連動はしておりません。

2 申告もらくらく！

※本製品は個人事業者専用の申告ソフトです。決算･申告の
処理は平成２３年(２０１１年)分のみ対応します。記帳期間は
無制限です。会計期間は１月〜１２月で固定です。

帳簿に記帳した内容を申告書に
取り込むので簡単！
！

※Ｏｆ
ｆ
ｉ
ｃｅ２０１０の６４ｂ
ｉ
ｔ版がインストールされている環境には
セットアップできません。当該環境で運用する場合はＡｃｃｅｓｓ
２０１０Ｒｕｎ
ｔ
ｉｍｅの６４ｂ
ｉ
ｔ版のダウンロードが必要です。
ダウン
ロードにはインターネット接続環境が必要です。※Ａｃｃｅｓｓ
２０１０以外の他のバージョンのＡｃｃｅｓｓをご利用の場合､動作
に影響を与えることがあります。※諸般の事情により､製品の
仕様･対応用紙･デザイン･動作環境 等は変更することがあり
ます。※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。※製品内容や動作環境の詳細､印刷見本､
およびサポートサービスの詳細については､弊社ウェブサイト
をご覧ください。( http: // www. bsl- j p.com )

※確定申告書を作成する場合､および申告書類の様式が改定
された場合には､｢対応版プログラム｣のダウンロードが必要
です。ダウンロードにはインターネット接続環境が必要です。
平成２３年(２０１１年)分の対応版のダウンロードは無償です。
ＣＤ‑ＲＯＭをご希望の場合は有償にてご提供いたします。

青色申告らくだ２０１２

※農業所得の申告､電子申告(ｅ‑Ｔａｘ)､法人には非対応です。

複式簿記対応
６５万円控除 OK
確定申告書OK

さらに便利

3 豊富な集計機能で

対応ＯＳ：Ｗｉ
ｎｄｏｗｓ７/Ｖ
ｉ
ｓ
ｔａ(ＳＰ１)/ＸＰ(ＳＰ３)(日本語版)
※Ｖ
ｉ
ｓｔａではＳＰ１が必要です｡ＸＰではＳＰ３が必要
です｡※Ｗｉ
ｎｄｏｗｓ７は３２ｂ
ｉ
ｔ版と６４ｂ
ｉ
ｔ版に対応して
います｡Ｖ
ｉ
ｓ
ｔａ/ＸＰの６４ｂ
ｉ
ｔ版には非対応です。
※アップ
グレードインストールしたＷｉ
ｎｄｏｗｓには非対応です。
● コンピュータ本体(ＣＰＵ)：上記ＯＳが稼動するコン
ピュータ ５００ＭＨｚ以上のＣＰＵ(１ＧＨｚ以上を推奨)
● メモリ：２５６ＭＢ以上 (１ＧＢ以上を推奨 )
● 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 実行時に作業領域として５００ＭＢ以上の空
き容量 ※上記はシステムドライブ(Ｃドライブ)に必要
な空き容量です。セットアップ先はシステムドライブ固定
で､変更はできません。
●デ
ィスクドライブ：ＣＤ‑ＲＯＭ(またはＤＶＤ)ドライブ必須
● ディスプレイ：ＸＧＡ(１
０２４×７６８)以上の解像度
(Ｈｉ
ｇｈＣｏ
ｌ
ｏｒ(１６ｂ
ｉ
ｔ)以上を推奨 )
● プリンタ：上記ＯＳに対応したプリンタ (余白を上下
左右 ５ｍｍ 以下に設定可能なプリンタを推奨)
● 動作に必要なソフトウェア：本製品は Ｍ
ｉｃｒｏｓｏｆ
ｔ
Ａｃｃｅｓｓ２０１０ Ｒｕｎｔ
ｉｍｅ(３２ｂｉ
ｔ版)および ．
Ｎｅｔ
Ｆ
ｒａｍｅｗｏｒ
ｋ２．
０以降を使用しています。各プログラム
は製品ＣＤ‑ＲＯＭ内に収録されており､インストール
済みでない場合にはセットアップの際に自動的にイン
ストールされます。その際､ハードディスクの空き容量
(Ａｃｃｅｓｓ２０１０Ｒｕｎｔ
ｉｍｅは２ＧＢ､．
ＮｅｔＦ
ｒ
ａｍｅｗｏｒ
ｋ
２．
０は２８０ＭＢ)が 別途 必要となります。
●

−平成２３年分申告版−

■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
入金伝票･出金伝票･振替伝票：Ａ４普通紙･Ａ４ＨＦ２
● 固定資産台帳･不動産所得の内訳：Ａ４普通紙
● 所得税青色申告決算書：Ａ４普通紙･ＯＣＲ用紙
● 収支内訳書：Ａ４普通紙･ＯＣＲ用紙
● 所得税確定申告書Ｂ：Ａ４普通紙･ＯＣＲ用紙
● 各種集計表･台帳：Ａ４普通紙
●

情報を活用！

●

残高試算表をはじめ、補助残高試算表や残高推移
表等を実装。科目の内訳だけでなく、一年間の金額
の動きや前期との違いが一目で把握できます。

※上記 ｢普通紙｣とは､市販のコピー 用紙 等(白紙)への印刷
です。｢ＯＣＲ用紙｣とは､税務署で配布している用紙です。
※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。
※確定申告書は平成２３年(２０１１年)分のみ対応します。

標準価格：9,800 円（税込）

■ 簿記は難しそう･･･ そんな方へ お薦めの姉妹品ソフト!!

青色申告2012
3,990 ここまで できる!!
平成２３年分申告版

サン

標準価格：3,990 円（税込）
（ 本体価格：3,800 円）

キュッ キュ〜

円で
簡易簿記で最高１０万円の控除が かるがるできる！
◎青色申告･白色申告･確定申告これ１本で すべてＯＫ!!
◎簿記がわからなくても大丈夫!! 簡単･手軽に申告できる!!
◎出納帳形式だから家計簿のように簡単入力!!
◎わかりやすい操作マニュアル付き!!

Windows 7 / Vista / XP 対応

青色申告決算書 対応

個人事業者 専用

白色申告(収支内訳書)対応

平成２３年分 申告対応

所得税確定申告書Ｂ対応

簡易簿記方式

◆製品に関するお問い合わせ先

受付時間

いつでも安心 ず〜っと安心

電話･ＦＡＸ･Ｅメールのサポート

円
※

本製品の申告機能
個人事業者のための､下記の申告処理機能を搭載しています。

●青色申告

｢所得税青色申告決算書(一般用/不動産用)｣を作成できます。
最高で１０万円の｢青色申告特別控除｣が受けられます。

※農業所得用および現金主義用の決算書には対応していません。
※簡易簿記(単式簿記)ですので､｢貸借対照表｣､｢総勘定元帳｣等の作成､および
６５万円の｢青色申告特別控除｣には対応しません。

●白色申告

白色申告の｢収支内訳書(一般用/不動産用)｣を作成できます。
※農業所得用の内訳書には対応していません。

●確定申告

｢所得税の確定申告書Ｂ｣の作成プログラムを弊社ウェブサイト
より無料ダウンロードして､ご利用いただけます。
※国税当局の確定申告書の様式決定後に､提供を開始いたします｡(２０１２年２月
上旬の予定) 作成プログラムのダウンロードには､インターネット接続環境が必要
です。ＣＤ‑ＲＯＭをご希望の場合には､別途 有償にてご提供いたします。

※電子申告(ｅ‑Ｔａｘ)には対応していません。法人の申告処理には対応しません。
※本製品の仕様は､平成２３年１１月時点の法律に基づいています。

無期限･無料サポート付き

※電話料金等の通信費用等はお客様のご負担となります。

９：００〜１２：００ １３：００〜１７：００（土・日・祝祭日および弊社休業日を除く）

03-3352-6103

ご購入前のお客様：

詳しくは･･･

ＢＳＬウェブサイト：

パッケージ内容：ＣＤ‑ＲＯＭ,操作マニュアル

http://www.bsl-jp.com

販売店

＊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．
０３−３３５２−６１０３ ＦＡＸ．
０３−３３５２−６１０８

http://www.bsl-jp.com
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